
第２３１５回例会報告議事録
日時　２５年１１月５日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国家斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト： 柏東 RC　森和夫会員
 ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

　今週は柏東ＲＣより森会員、米山奨学生のバトヤさんが来て下さっています。他クラブの例会に私
も是非行ってみたいと思います。
　石巻に行って参りました。朝早くからバスに乗り、６時間以上かかりました。テレビの映像では散々
見て来ましたが、実際に見た時は言葉が出ませんでした。津波の大きさ等、話を聞いた時、恐ろしさ
を感じると共に、ご同行してくださった被災に会われた方々 、奥様やお孫さんを亡くした方々 が私達に
説明してくださり、非常にありがたいと思いました。自分がその立場になった時に同じ事ができるのか、
実際になってみないとわからないというのが本音です。石巻の件は皆様各自いろんな想いがあると思
います。感想等お話ししていただければと思います。
　来週９日、１０日には地区大会が開催されます。
　土曜日にジャパン・バード・フェスティバルのオープニング・レセプションに参加して参りました。日
本全国はもとより、台湾の方も手賀沼まで来て下さっていました。
　本日はお誕生祝い、理事会とあります。一日よろしくお願い致します。

米田会長会長挨拶

　今日は第一例会ですので、お誕生日をお祝いさせて頂きたいと思います。１１月１８
日生まれの植崎会員、１１月２７日生まれの服部会員、お誕生日おめでとうございます。
植崎会員にはご自宅にお届けします。

服部会員より挨拶
　誕生日を祝って頂きまして本当にありがとうございます。植崎さんの分
も含めてお礼申し上げたいと思います。
　鈴木会員から２年前にご紹介いただき入会させていただき、先輩皆
様方の立派な人格識見に触れて、私も立派な人間になりたいと思いつつ、
今月６５歳になります。６５歳は節目の歳です。市役所から介護保険の
保険証が届きました。６５歳というのは高齢者という線引きの歳で、い
よいよ私もそういう年齢に達したのかなと思いました。自分の人生を振り

返ると、まあまあ自分に正直に、自分の心に恥じない生き方をして来たかなと思います。
　先輩の皆さんはゴルフの上手な方もいらっしゃいますし、先日の地区大会で最下位を記録した私としては
見習うべき事がたくさんあります。引き続き、この我孫子ロータリクラブで微力ながら頑張りたいと思います
ので、どうぞよろしくお願い致します。

　１２月７日に劇団四季の「ウィキッド」を観劇した後にカレッタ汐留の４７階にある「なだ万」で夜景を見
ながら食事をしたいと思います。きれいな所です。どうぞ奮って参加していただければと思います。よろし
くお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　１００％を目指して努力しているのですが、この間の１０分区も、１０日も都合が
悪く、我孫子さんにお邪魔して懐かしい皆様にご挨拶させていただきました。我孫
子さんがスポンサークラブでお世話になった小さなクラブですが、会員の減少で一
番苦しんでいます。最近２、３人入り何とかなるかなと思っております。会員が少な
いと会長をやる人がいなくて困ります。
　週報を見せて頂きましたら、石巻まで行かれたとの事、バスで大変だったと思い
ます。私も震災の年の７月に気仙沼に視察に行きました。仙台の七夕祭りは盛大に

行われていました。気仙沼に行ったのですが、魚の腐った臭いが本当にすさまじかったのを思い出します。
まだ自衛隊や警察の方達が一生懸命捜索をしていました。車が流されて戻され真ん丸になっていて、人

柏東 RC　森  和夫様ご挨拶

上村晃一会員より
「大川小学校は津波到達まで５０分間の時間があったにも関わらず、児童１０８名中
７４名と校内にいた教職員１１名中１０名が犠牲になりました。ほとんどの先生方が
亡くなったので、どういう事情でそうなったのかわかりません。日本人というのは非
常に優しいものだから、ほとんどが死亡だと、それに対する批判は不謹慎なようで
しませんが、私も社員を雇っていますし、責任は大きいと思います。自己判断という
ものがないと、ああいう形になるのではないかと思いました。
　今回、佐藤先生のおかげで地元の方々 の中で色々 見させて頂きましたが、マニュ

アル通りの教え方とか、マニュアル通りの行動で、自己判断を大事にせず非常に悲惨な結果となったの
ではないかと思いました。想定外の事に対してどう対処するかを、それぞれトップが判断して行かないと
いけないと思いました。」

澁谷会員より
「行った先 で々志賀会員が必ずお経をあげていたのを見て、私は立派だなあと思いま
した。佐藤先生ご夫妻には、色々 お世話になりました。どうもありがとうございました。
　我孫子を６時に出てバスで行きましたが、私が一番高齢でものすごく疲れました。
一泊二日の旅は楽しいやら悲しいやらでしたが、ありがとうございました。」

石巻視察旅行の感想

２０名出席（全員で２５名）　出席率８０％
　バトヤさんの話しを聞いていたら、先週の彼がいつまでも待っていますとおっしゃっていま
したが、そうだろうなあという気が致しました。
　次週は１０日の地区大会に振り替えになりますので、お気をつけください。

塩毛委員長出席報告

が乗っているのがあるのかと思うと悲しい思いでした。
　近いのでまた寄らせて頂きます。よろしくお願い致します。

　１０月と１１月の頭は、今まで経験したことがない事を経験して、色々 な事を考えさ
せられました。全部をまとめると「希望」という言葉で結ぶ事ができるかもしれませ
ん。２９日に皆さんと一緒に石巻に行ったこと。３０日にはロンドンの中間発表があり、
無事に終りました。１１月２〜５日には岩手県に留学生の団体５０人で行って、また津
波の被災地に行き被災者の方達と色々 話すことができました。
　日本人は素晴らしいなあと思いました。私はギターを弾いているのですが、一本
の弦だけでも音が外れると良い音は出ません。日本人のそういう心の糸はどこにあ
るのか興味があります。こんなに悲しい、ひどい事がいっぱいあったのに、みんな

何もなかったように笑って「来てくれてありがとうございます。また是非
いらしてください」と暖かく家族みたいに話してくれるのが印象的でし
た。人はそれぞれの経験を乗り越えて来ているのですが、日本だから
こそ出来る事があると思いました。天皇がいる国の考え方は違うのか
なと思いました。昔は私は何の為に天皇がいるのだろうと思っていた
のですが、心の支えというものが別に存在している、日本しか感じな
い独特の結び方のようなものがあるのではないかと思いました。なか
なか経験できない体験をさせていただき、色んなことを考えるきっか
けを与えて頂いて、本当にありがとうございました。

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）近況報告

ネルグ・バトヤさんに米山奨学金を授与

　社会奉仕と親睦の小池会員との共同事業というか、我孫子ロータリクラブ全員
あげての旅行でした。バトヤが二つの旅行の感想を素敵にまとめてくださいました。
　上村会員からは起業者、教育する者としての心得みたいな事をご提言いただき、
ありがとうございました。
　二日目は、地元で被災された斉藤さんご夫妻に大変お世話になりました。様 に々
私達の為に身を粉にして働き、やさしいまなざしで語って下さいました。組合長でい
らっしゃる佐藤清吾さんは、奥さんと息子、孫を山の方に避難させましたが、６メ

鈴木委員長社会奉仕委員会報告
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2013－2014年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

Vol.４９　No.１７　平成２５年１１月１９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 森様 出席１００％をめざしています。１０日都合が悪く、地区
大会、出席できませんので、本日おじゃま致しました。 １,０００円　

上村晃一会員 東北地震災害、石巻視察の報告を致しました。 １,０００円　

木村会員 １０月２２日お休みしました。 １,０００円　

小池会員 石巻に参加させて頂きありがとうございました。 １,０００円　

佐藤会員 石巻訪問 全員無事帰宅に感謝！ ２,０００円　

澁谷会員 石巻訪問の話しをさせていただきました。 １,０００円　

服部会員 誕生祝いありがとうございます。 ２,０００円　

当 日 計 ９,０００円　

今期累計 １５２,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
　柏ＲＣ　１１月１３日（水）→１１月１０日（日）地区大会に振替
・２７９０地区の地区大会の出席者確認
　上村文明会員、小池会員、木村会員、塩毛会員、鈴木会員、瀧日会員、
　松本会員、丸田会員、米田会長、依田会員
　バスの時間と場所を早急にファックスをお送り致します。
　よろしくお願い致します。

荒井幹事幹事報告

１　次年度ガバナー補佐幹事については保留
２　ロータリー旗のケース　￥５０，０００　購入許可

第５回理事会報告

ーターという想定を越え、屋根の上まで登ったのですが、そのまま流されたそうです。柔和で、全てを
受け入れる、懐の大きい清吾さんの姿を見て私は感動しました。本当に心に残る感動の旅であったこと
をご報告致します。佐藤先生ご夫妻の人脈がないと、ああいう旅行はできなかったと思います。厚く御礼
申し上げます。
　私どもの幼稚園が「ハンガーゼロ（飢餓撲滅）を目指してー世界を変える希望（子ども）のため」とい
うことで、チャリティーコンサートを毎年行っています。２億１５００万人の子ども達が生きる為に働かされ
ています。５秒に１人が栄養不足等で死んでいます。６１００万人が学校にも行く事ができません。これ
からの世界を作って行くのは子ども達であります。１１月１６日（土）に行いますの。１枚１,０００円です。
小堀秀男さんという素晴らしいピアニストの方です。ご希望の方がいらっしゃいましたら、是非よろしくお
願い致します。


