
２０名出席（全員で２５名）　出席率８０％
塩毛委員長出席報告

特にございません。
荒井幹事幹事報告

第２３０５回例会報告議事録
日時　２５年８月２７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：	なし

　８月最後の例会となりました。
　私もなるべく新聞を読む、と言うより、ながめるようにしています。お昼にうな
ぎが出ましたが、今朝、うなぎの記事が載っていました。日本、台湾、中国で稚
魚が少なく、国際会議を開いているそうです。これからは韓国、フィリピンも参
加するとのことで、アジア各国、稚魚が少ないそうです。
　来月は、親睦で柏東ＲＣと合同例会を行います。
　ずっと協議されていた社会奉仕のレンゲまつりの件ですが、鈴木委員長とお話

しし、委員会で取りまとめていただいた結果、今年は中止することになりました。公園緑地課の方にも、
レンゲの種まきの方は参加できない旨、鈴木委員長からお話ししていただいています。

米田会長会長挨拶

　ＳＡＡになって二月程になりますが、時間配分がうまく出来ず、申し訳ありま
せん。
　今日は仕事とは関係ない、腕時計の話をさせていただきます。私の事務所に
時計好きの測量士の方が時 い々らっしゃいます。腕時計ではローレックスが有名
ですが、その話をさせていただきます。
　柏の西口にツルヤ時計店という時計屋さんがあります。私はオーバーホールや
電池の交換で時 行々きます。販売はせず修理だけされているようです。ローレッ

クスはだいたい３万円前後でオーバーホールをやってくれます。壁に二級時計修理技能士というよう
なライセンスが貼ってあります。時計の修理にライセンスは必要ないのですが、それがあるとお客さ
んが信用してくれるのだそうです。
　私が持っているローレックスが、一日に３秒しか狂わなかったのが、３０秒狂うようになったので、
ツルヤ時計店に持っていきました。これは磁気をもらったね、とのことでした。磁石の近くに置かな
かったか？と聞かれたのですが覚えていませんでした。また磁気をもらうかもしれないので、磁気が
入った状態で調整しましょう、ということでした。直りますかね？と聞くと「ジキ直る」とのことでした。
　ローレックスは部品が堅牢にできているそうです。オーバーホール等でばらして組みつけただけで
ある程度の精度が出るそうです。文字盤にクロノメーターと書いてあるのですが、それはスイスにク
ロノメーター検定協会というのがあり、その検定に合格した時計にだけ付けていいというもので一種
の保証のようなものだそうです。クロノメーターの基準に合うのが、１日に４秒以内の遅れから６秒
以内の進み具合だそうです。認定を受けるまで１５日くらい一つの時計を色々チェックするそうです。
　私がはめている時計はジンというドイツ製のものです。パイロット・ウォッチと言い、創始者は第
二次世界大戦の時に航空機のパイロットだったそうです。年間１０万個位を生産しています。ローレ
ックスは年間１００万個の生産です。
　時計のメーカーは、日本のセイコーやシチズンと同じように中身も全部自前で作っていると思って
いたのですが、ヨーロッパは事情が違っています。ジンという時計はエタという会社が作っているム
ーブメントを入れています。エタという会社はスウォッチのグループ会社で、ヨーロッパの機械式時計
の７割にはエタの機械が入っていると言われています。エタの機械が入っている別のメーカーの時計
をエタポン・ウォッチと言います。小池さんがしておられるストップウォッチ付きのローレックスは、ゼ
ニスという会社からストップウォッチの機械を買って作られています。今はローレックスは自社でムー
ブメント等を作っています。
　まとまりのない話で失礼しました。

服部会員卓話「腕時計について」

　９月１８日（水）の柏東ＲＣとの合同ゴルフコンペには１２名参加、夜間例会も１２
名参加予定です。できましたら、バスを拠点で回って皆さんをお迎えし、お送りで
きればと思っております。夜間例会だけでも参加していただけるとありがたいと思い
ます。
　石巻に買い物ツアーに行く件ですが、１０月の第５週、２９日前後に実行できれ
ばと考えております。
　１２月７日（土）に劇団四季の「ソング＆ダンス」を観に行く予定です。パンフレッ

トをお回しします。出欠席については後日取らせていただきます。

小池委員長親睦委員会報告

　８月２４日にあびこカッパまつりが無事終了しました。天気が雨の予報でしたが何
とか晴れになり、一日盛大にカッパまつりを行うことができました。一番の目玉であ
る大行進も５００名程の大行進となりました。井上先生のところのめばえ幼稚園の皆
さんはインディアンの格好で２５０人来ていただき、見事、仮装最優秀賞を受賞さ
れました。ありがとうございました。年々参加団体が増えていますが、まだまだ我
孫子の一部です。将来的には、我孫子の色 な々団体がカッパ音頭を踊りながら大
行進ができたらと思っております。

　いつもは９時から７時までの開催だったのですが、今年は１０時から夜の９時まで行いました。今年は
初心に戻って花火はなくし、大行進をメインで行いました。
　我孫子市内のお店の方も出ていただき、すごく売れて良かったとおっしゃってもらえました。ここのお
店が何々 がおいしかったから又食べにいこうと言う風になればと思います。
　やり残したことが多いので、来年も又実行委員長をやらせていただき、お手伝いができればと思います。
ロータリークラブの皆さんにも色 お々世話になりました。ありがとうございました。来年もよろしくお願い
致します。

依田会員カッパまつりについて お名前 メッセージ 金　額

井上会員 カッパ祭りの行進で特別優秀賞を頂きました。
園児の父母約２５０人が参加しました。 ３,０００円　

上村晃一会員 瀧日会員のホールインワンの記念品を頂いて。
今日の週報の表紙の水の館は当社の施工です。 １,０００円　

佐藤会員 １,０００円　

高橋会員 １ヵ月振りの出席です。すみません。
瀧日先生よりホールインワン記念品いただきました。 １,０００円　

服部会員 ２０分話させていただきました。 １,０００円　

丸田会員 写真を頂きました。 １,０００円　

依田会員 あびこカッパまつり無事成功しました。ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　

今期累計 ７４,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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我孫子ロータリークラブ

2013－2014年度
国際ロータリーのテーマ

事務局 〒277-0835 千葉県柏市松ヶ崎111-24
ＴＥＬ：04（7137）2211　ＦＡＸ：04（7137）2212
Ｅ-ｍａｉｌ : ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ

：

例 会 場 〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台1-9-14
ＴＥＬ：04（7186）1717　ホテル マークワン　アビコ

：

会 長
幹 事 

： 
： 

（ｙｏｎｅｄａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
（ａｒａｉ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）

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
手賀沼フィッシングセンター

Vol.４９　No.８　平成２５年９月３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。


