
２１名出席（全員で２４名）　出席率８７.５％
塩毛委員長出席報告

第２３００回例会報告議事録
日時　２５年７月１６日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	柏東ＲＣ	渡辺会長　
	 	 中村親睦委員長
	 	 藤原会員

　会長になりまして３回目の例会です。あっという間に一週間が過ぎます。会長
挨拶は私にとってとても重い責務です。一年後には立派に話せるようになれれ
ばと思っています。会長幹事会に出た折に、会長挨拶は皆さんどういう挨拶を
されていますかと質問しました。皆さん、同じような悩みを持つのかなと感じる
事ができました。年下で何も知らないといつも言っていますが、より一層きちん
とした形で会長職を一年間真っ当にできればと改めて思いました。
　８月６日に柏南ＲＣさんの納涼例会が行われます。会長幹事は参加します。

皆様もぜひご参加いただければと思います。
　職業奉仕セミナーが１１月３０日に行われます。国際奉仕、ロータリー財団の方は８月３日にありま
す。よろしくお願い致します。
　来週２３日にクラブ協議会が行われますので、必ずご出席をよろしくお願い致します。
　私が紹介致しました依田会員の入会が承認されました。私より若いですが、私よりしっかりした人
材ですので、皆様ご指導していただければと思います。

米田会長会長挨拶

　今年度、柏東ロータリークラブの親睦委員として活動させていただきます。
数年前まで色んな形で
交流させていただいた中で、私達も新しい会員も増えましたし、我孫子クラブ
さんも新しい会員が入られました。
　今年度のガバナーが掲げているのが親睦です。ロータリーの親睦というのは、
お互いの職業を通じての交流が一番の親睦だと教わっています。お酒を飲んで
ワイワイガヤガヤするだけでは親睦の内には入らないと思いますが、気心知れ

た交流が第一ですので、新しい会員さんたちとも交流を深めさせて頂き、行き来が簡単にできるよ
うになりたいと思います。小池さんとお話しさせていただいて、中身の濃い交流会ができればと思っ
ております。ぜひ多数ご参加していただければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

柏東ＲＣ　中村親睦委員長ご挨拶

　渡辺会長が一手にとおっしゃったのですが、一手ではなく溶接だけで数社
あり、そのうちの一社ですので、よろしくお願いします。

柏東ＲＣ　藤原会員ご挨拶
　今月の３０日（火）は湖北のポアロにて夜間例会を行います。出欠のお返事がまだの方は出席で
返事を出していただくようお願い致します。
　本日、柏東クラブの渡辺会長、中村親睦委員長、藤原会員お越しになっています。本日例会後
に交流会の打ち合わせをする予定です。今年度は２回位交流できればと思っております。

小池委員長親睦委員会報告

　うちの会社で始めたことなのですが、昨年５月からマーチング委員会という
団体に所属させていただいています。地域にお世話になっている印刷会社とし
て街にお返しすることができないだろうかと言う事で、地元の風景画をイラスト
におこして、それを基本的なコンテンツとして使って頂き、街を知って頂ければ
と思っています。まだ１１枚しか出来ていませんが、一年間に３０〜４０枚作成
して行き、地域の細かい所も作って行きたいと思っています。
　皆さんに幅広く使っていただければと思っておりますので、何かありましたら

ご利用ください。今井議員の名刺に使って頂けることになり、今、デザインしています。
　老人ホームや病院等に置くと回想法という心理療法になるそうで、高齢の方が絵を見て色 思々い
出し、会話が生まれることもあるそうです。横浜市の方で絵を買ってくれて、老人ホームに寄贈し
ているそうです。突然説明させていただき、ありがとうございました。

丸田会員かしわ・あびこふれあい百景 ご協力のお願い

　今日はうなぎを御馳走になりました。ここ数年来、我孫子クラブさんと交流
が少なくなり、不義理をお詫び申し上げます。１７年振りに会長にカムバックし
ました。２回目となると、ずうずうしくなってきます。１回目は、４００メートルリ
レーを４人で走り、バトンを落とさないように渡せたら良いなという姿勢だけで
終りましたが、２回目になりますと２００メートルの障害物が色 あ々る中で、若
い人を尻目に私がトップでゴールインして、後ろを向いて「おまえ達何やってんだ」
というような心境に今なっています。

　今まで柏沼南商工会２階で行っていました例会を藤ヶ谷カントリークラブ２階に移動しました。木
曜１２時３０分点鐘ですが、１１時３０分からお食事ができるようになっております。ぜひ１１時半よ

柏東ＲＣ　渡辺会長ご挨拶

りメーキャップに来て頂きたいと思います。
　私が掲げたクラブのキーワードは「品格ある元気なクラブ」です。うちのクラブの平均年齢は６７
歳ですので、何を言っても馬の耳に念仏という状況の中で老馬が先に行くのも非常に厳しい所もあ
ります。私はちょうど３０年になりますので、奉仕活動の中で倒れて死んでも本望だと偉そうな事を
言いながら、にんじんをぶら下げて、みんなを引っ張って行こうと思っております。
　今日は貴重な時間をいただきまして、うちの中村が小池委員長と親睦について検討するためにお
邪魔させていただいています。
　うちのクラブに新入会員として入られました藤原会員はスカイツリーの溶接の部分を一手に引き受
けた素晴らしい方です。分家が本家に来て、うちにいい婿さんをもらったよということをお話しした
かったわけです。ありがとうございました。

　こんな分厚い書類を持ってきましたが、かいつまんで思い出すままに我孫子
ロータリークラブ誕生についてお話ししたいと思います。
　ご承知のように、私はキリスト教会とめばえ幼稚園をやっています。幼稚園
は今年で６１年目になります。幼稚園の関係で若い頃、千葉県内の仲間を集め
て研究会をやっていました。その中で柏地区の寺島財団の奥様にご指導いた
だいたのですが、寺島財団の理事長が昭和５３年に我孫子にひょっこりみえま
した。亡くなりましたが、有名な郷土史家だった小熊勝男さんが我孫子にロー

タリーを作るべと言い出し、柏クラブに相談しました。柏クラブの当時の岡野さんがいらして、ロー
タリーはいかなるものかと何回か講義をしてくださいました。帰り際に「あんた、教会の牧師だの
幼稚園をやってるけど井の中の蛙で世間知らずでどうしようもないから、せめてロータリーくらい入っ
て知り合いを広めろ」と言われ、はい、と素直に入会を決意致しました。昭和５４年でしたか、我
孫子中学の体育館を借りてチャーターナイトのお祝いをしました。幼稚園の子ども達に得意の賛美
歌を合唱させて、涙が出る程感激したとお褒めの言葉をいただき、ウハウハしていましたが、早い
もので３６年たちました。
　柏の先輩方からロータリーは素晴らしい、世界どこへ行ってもノーパスで受け入れてもらえると
しょっちゅう聞いていました。当時、幼稚園のヨーロッパ研修に行った時にローマクラブの例会に
参加しました。８時からということでタクシーに乗って行ってみると、誰もおらず、８時半過ぎにぼ
つぼつ来始めて、あっという間に１００人以上集まり、何の合図もなくワインを飲み始め、アメリカ
から来たメーキャップのメンバーがワインをおごると言うので、オレもおごり、１１時半過ぎには完
全に酔っぱらいました。このままいたらエライことになると思い、１１時半でしたが途中で表に出て
タクシーに乗りました。ホテルを着いたのですが、見覚えのないホテルで、もう一度走ってもらい、
自分のホテルに帰る事ができました。珍道中でした。　　　　　　　　　　　（次ページへ続く）

卓話 井上会員
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国際ロータリーのテーマ
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米 田 友 義
荒 井 光 一

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

かしわ・あびこ ふれあい百景
我孫子親水広場

Vol.４９　No.３　平成２５年７月２３日号

ロータリーの友事務局　ホームページwww.rotary-no-tomo.jp　メールはweb@rotary-no-tomo.jp

我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

お名前 メッセージ 金　額

柏東RC
渡辺会長、中村親睦委員長、藤原会員
「親クラブにお世話になります。」

３,０００円　

井上会員 卓話をさせて頂きますので。 ２,０００円　
上村晃一会員 我孫子のスケッチ画の葉書を頂いて。 １,０００円　
木村会員 ふれあい百景、絵はがき有難うございます。 １,０００円　
小池会員 ハガキを頂きました。丸田さん、ありがとうございました。 １,０００円　
塩毛会員 昨日おいしいビールを飲みました。 １,０００円　
志賀会員 絵ハガキを頂きました。ありがとうございます。 １,０００円　
鈴木会員 井上先生、卓話感謝です。 １,０００円　
野田会員 シニアの部でドラコン２５５ヤード。 １,０００円　
丸田会員 マーチング説明させて頂きました。 １,０００円　
米田会長 はがき、ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 １４,０００円　

今期累計 ４３,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・８月６日（火）６時〜れいたくキャンパスプラザ１階で柏南ＲＣのサマーフェスティ
バルが行われます。内容は夜間例会、ハワイアン演奏、フラダンスと抽選会に
なります。お一人会費３千円になります。できるだけご参加ください。
・１０月７日の地区大会記念ゴルフ大会の出欠を回しますのでよろしくお願い致し
ます。

荒井幹事幹事報告

　本日は、柏東クラブさんの渡辺会長をはじめ、ありがとうございました。この後、親睦委員の打
ち合わせがあります。楽しい一年にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。２３００
回の記念例会を閉会致します。

米田会長閉会の挨拶

　第２時世界大戦で連合軍に徹底的に爆撃でやられたドイツのニュールンベルグにも差し掛かった
ので、ツアーだったのですが、一人残って、例会に出ました。人数が少ないと思ったら、バケーショ
ン中で行く宛のない奴が残ってるだけだとのことでした。日本の電気産業はなんであんなに優勢に
なったのか説明してみろと言われ、しどろもどろでしたが、いかに戦後の日本人が一生懸命働いた
か頑張ったかを話し、煙に巻いて帰ってきました。
　ロータリーに入って一番ありがたいなと思ったのは、お金の使い方を教えてもらった事です。自分
で儲けた金の生きた使い方を教わりました。一週間前くらいにもスリランカから一人お坊さんが来ま
した。３５年前にスリランカに幼稚園を作ろうなんて運動を始め、一年間に２千万集めました。人
の顔を見ると「スリランカに募金！金！」としゃかりきになって集めました。幼稚園ができ、それ以
来何回かスリランカに行っています。ロータリークラブがなかったら、お金の使い方を覚えないで、
今頃でっかい腹を抱えてヒーヒーやっていたんだろうと思います。
　アラモアナＲＣと豊原ＲＣが姉妹クラブということで、青少年交換というのがあり、うちのせがれ
と娘がハワイでお世話になりました。お返しで向こうから来る訳ですが、森繁という会員のせがれ
がやってきて一ヶ月以上いて、どういうわけかその友達まで転がり込んできて２ヶ月くらいいて、お
前らいつ帰るんだよと追い出しました。
　そんなわけで、ロータリーのおかげで色んな勉強をさせていただきました。ありがとうございました。


