
第２３２２回例会報告議事録
日時　２５年１２月２４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：	鎌田仁子様（１月入会予定者）
	 ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）

　先週、沼南さんとの合同例会を１月２９日（水）に行うと申し上げたのですが、
３月２６日（水）に変更になりました。２月には分区のＩＭ、４月には分区の合同例
会があり、５月は親睦旅行を考えており、６月は新旧交代式がありますので、３月
後半の日程になりました。
　新年例会の打ち合わせを行いますので、親睦の方は少しお残り下さい。よろし
くお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　時間が余ったのはＳ.Ａ .Ａ .の責任だということで、とりとめのない話を少
しさせて頂きます。
　この三連休は家内が山口の実家に母親を連れて帰るということで、私一人
でした。三連休の初日は、月に一回くらい息子と昼食を兼ねて話をするように
しているので、いつものように秋葉原のヨドバシカメラの８階のレストラン街で
食事をして来ました。
　息子が都内で一人暮らしをするようになってから毎月２万５千円、家に仕送

りさせています。私の口座に振り込まれたお金に家内が５千円を足して、毎月３万円、彼の結婚
資金として預金しています。貯まる一方で、全然女っ気がありません。１２月１７日は息子の誕生
日で、誕生祝いに何がほしいかと聞いたら、アイロン台がほしいとのことだったので、一緒にホ
ームセンターに買いに行きました。彼女がいたら、アイロン台がほしいとは言わないと思うので、
がっくり来ました。
　連休二日目の日曜日は、荒川沖の阿見町に住んでいる娘の所に行って来ました。５、６年前に
一戸建ての中古住宅を買ったのですが、居間から出る所にデッキがほしいというので私がデッキ
を作り、それが朽ちかけて来たので新しい物に変えようということで、木材を買いに行きました。
１０年はもつだろうというウエスタンレッドシダーという木を買って来て、小さなデッキをクリスマス
プレゼントとして娘の家に設置して来ました。
　三連休の最後の日である昨日は朝４時半に目が覚め、することがないので、第９でも聴こうか
と思い、久しぶりにＬＰで聴きました。レコードを買ったのは学生時代でした。学生時代は貧乏
な暮らしをしていたので、レコードを買った日は夕食を食べませんでした。生活は貧しかったです
が、心は豊かでした。思い出のレコードでした。ということで、ニコニコを入れさせて頂きました。
　司法書士の話を少ししたいと思います。
　司法書士というのは、全国で２万人います。税理士さんは７万人位いらっしゃいます。私が司
法書士になった１２年前は千葉県の司法書士の会員は５００人でした。現在は６７０名です。主な
仕事は不動産や会社の登記をすることです。登記の仕事は減っていますので、新しく開業する方
は仕事がありません。登記の仕事はなかなか回って来ないので、主に成年後見の仕事をしていま
す。認知症になって法律的な手続きが自分では出来ない方の後見や、親族の後見人がついた場
合はその後見の監督をされている方が多いです。登記とは全く異質な仕事になりますので、同じ
司法書士という看板を出していてもやっている業務は全然違う事があります。
　とりとめのない話をご清聴いただき、ありがとうございました。

服部Ｓ . Ａ . Ａ .とりとめのない話

・例会変更のお知らせ
	 柏南ＲＣ	 １月７日（火）新年例会　点鐘：１８時　場所：柏そごう１２Ｆ「美濃吉」
	 松戸西ＲＣ	１月１日（水）休会
	 	 １月１５日（水）夜間移動例会に変更　点鐘１８時　場所：松葉鮨
	 	 １月２９日（水）休会
・来年２月１９日（水）第１０分区の合同例会及びＩＭがあります。
　詳細は来年ご連絡致しますが、予定をあけておいてください。

荒井幹事幹事報告

　本日は、来年１月に認証式を行います鎌田仁子さんがいらしています。村
越会員のご長男の村越孝一さんは急遽本日は来られなくなってしまいました
が、来年１月に認証式を行いますので、よろしくお願いします。
　先週２０日には柏南クラブさんのクリスマス会に会長幹事で参加して参りま
した。ピアノ演奏等を聞きながら食事をいただきました。柏のセントマーガレ
ットウェディングという所で、パイプオルガンもあるような素敵な会場でした。
　昨日はクレストホテルで柏東クラブさんのクリスマス会に参加して参りまし

た。新入会員が今年５名いらしたそうで、紹介があったり、新入会員の方で社交ダンスクラブを
やっている方がいて、踊りを見たり、みんなで踊ったり楽しんできました。
　７月から会長になり、せわしなく過ごして来たのですが、石巻に行った事は忘れられない一つ
の行事です。佐藤会員にいい機会を作って頂いて感謝しています。
　来年一年間もがんばって過ごしたいと思います。今年一年、大きな事故も怪我もなく過ごせた
事に感謝しています。

米田会長ご挨拶

高島会員より　
　「心臓の動脈が３本に分かれる元の１本の所の動脈が３分の２位、石灰質
が詰まっていて血流が悪くなっていて、脳に血が行かなくなるから、なるべく
早く手術しないといけないと言われ、１９日に入院して２２日に退院しました。
マラソンをやっているので循環器はしょっちゅう点検しており、十何年かかり
つけの順天堂のお医者さんに薦められ手術しました。
　針金の先にレモンのような形の小さなドリルを付けたものを鼠蹊から入れ

て、固まった所をガリガリ回しながら削りました。全てがモニターで見れて、ミクロの決死隊のよ
うな手術でした。比較的早い段階でわかったので、３泊４日で出て来られました。なるべく早い
うちに自分の体の異常を見つけて治す様にして頂きたいと思います。

近況報告

お名前 メッセージ 金　額

木村会員 今年はロータリーに参加させていただき有難うございま
した。来年もよろしくお願いいたします。 １,０００円　

志賀会員 写真を頂きました。 １,０００円　
澁谷会員 長欠	及	写真戴く。 ２,０００円　
高島会員 動脈瘤で短期入院してカテーテル治療して来ました。 １,０００円　
服部会員 ベートーヴェンの第９をＬＰレコードで聞きました。 １,０００円　

当 日 計 ５,０００円　

今期累計 ２３９,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

２２名出席（全員で２５名）　出席率８８％
塩毛委員長出席報告

　スポーツをやっていたので、私は全身創痍です。あばら骨も１３箇所ひびが入ったり、足は複
雑骨折をしています。病気も１０年前に前立腺がんをして、６年前に膀胱がんをやりました。比
較的みんな早かったので、手術で完治しました。
　とりあえず生還しましたので、ご報告致しました。」

澁谷会員より
　「今日は野田さんが心配してるから頭下げて来なさいと女房に言われて来ま
した。ところが、両手がしびれていて、来春までは来られません。ここで他
界すると皆さんにご迷惑をかけてまずいので来ました。
　１１月２８日に千葉県警察５０周年記念に招待され、金箔の賞状を頂きまし
た。」後期高齢者ですから、箸を持つのもきついです。
　来年３月頃にお会いしたいと思います。
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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。

　先日は劇団四季とカレッタ汐留での夕食に連れて行っていただき、ありがと
うございました。その時、初めてお寿司を食べてみました。モンゴルの食べ
物の習慣で生ものを食べることがあまりなく、日本に来てからずっと生ものを
食べませんでした。せっかくなんで、ということで寿司を食べてみましたが、
次はどうかわかりません。
　先ほど納豆の話を少ししたのですが、日本にはこんなおいしいものがいっ
ぱいあるのに、なんでこんな臭いものを食べるんだろうと不思議でした。日

本語学校の先生がせっかく日本に来たのだから納豆は一回食べてみた方がいいよと薦められまし
た。今の学校に行く前に専門学校に行ったのですが、その頃はがんばってアルバイトをしても全
部学費に行ってしまい、ある時期、食べるのも大変な時があり、初めて納豆を食べてみました。
臭いだけで気持ち悪くなったのですが、インターネットで調べたら、熱いご飯に生卵を入れて一
緒に食べると食べ易いと書いてあり、それからは普通に食べられる様になりました。
　来年のことですが、３月２０日に卒業式があります。２月５日にロンドンの大学の発表があります。
その時に、論文についてや、ロータリーの皆さんと関わったことについてまとめて発表したいと思
っています。けっこう長くなりそうなので、なるべく皆さんに分かり易い様にがんばって話したい
と思います。よろしくお願いします。（写真はネルグ・バトヤさん撮影）

ネルグ・バトヤさん（米山奨学生）近況報告

　今年最後の例会でした。本日クリスマスイブですので、皆さん今晩はご家族と楽しい一時を
過ごして頂いて、よい年をお迎えください。今年一年どうもありがとうございました。また新春、
皆さんのお顔を拝見したいと思いますので、よろしくお願い致します。

米田会長閉会の言葉


