
第２３２４回例会報告議事録
日時　２６年１月１４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

　先週の新年会に欠席された方もいらっしゃいますし、今年初めての例会場
での開催ですので、挨拶は「新年明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い申し上げます。」で始めさせて頂きます。
　さて、先週の新年会に多数のご参加を頂きありがとうございました。また、
親睦委員の皆さんにはパターゲーム、ビンゴゲームでの美味しい海産物を用
意して頂き、盛り上りのある宴席を作って頂きましてありがとうございました。
荒井幹事はオマール海老が大変美味と言っておられましたが、私は何も当た

らなかった１人でした。
　先週、柏西クラブの新年例会に参加してアトラクションの根市タカオトリオのジャズの演奏を聞
いて来ました。また、昨年は柏南のクリスマス例会にも参加させて頂きました。会長は他クラブ
の行事に参加する事であらたな会員と出会え交流が出来る事が役得と感じております。

米田会長会長挨拶

　ライラの一泊二日のセミナーが２月２２日〜２３日に幕張セミナーハウスで実
施されます。
青少年奉仕委員１名と１６〜３０歳の男女１名ずつで参加していただきたいと
のことで、私は参加するにやぶさかではありませんが、１６〜３０歳の男女に
心当たりがありませんので、もしご推薦いただけるような方がいらっしゃいま
したら、お願いしたいと思います。出席のないクラブについては１名分の登
録費１５,０００円の寄付をお願いしたいというお達しがあります。

服部委員長青少年委員会報告

丸田会員
　会社の方が業態変革をしなければならず、認知しながら改革していくことを今年の目標にして
やっていこうと思っております。

瀧日会員
　意地悪爺さんをやる場所を探す事が今年の抱負です。

上村晃一会員
　風邪を引き１０日間くらい休みました。私はずっと、５年くらいを目安に自分の生き方を決めて
やってきました。今７５なんですが、８０まで５年間、今までだいぶ無理をしたような気もします
ので、ゆっくりと自分の楽しい人生をどうやればいいか、遊びがちょっと足らなかったんじゃない
かと思い、遊ぶ計画を立てたいと思っています。

伊藤会員
　こちらに赴任してきまして１年半が過ぎました。支店長は長くて２年と言われていますので、も
しかしたら来月には辞令が出るかもしれませんが、皆さんと共にいろんな事に挑戦して行きたい
と思います。
　高校時代の野球部の仲間とずっとコンタクトが取れていなかったのですが、昨年、フェイスブ
ック等で連絡が取れ、昨年は忘年会、今月末にも新年会をやります。第二の人生を深めて行け
ればと思います。

今井会員
　今までは体が無理が利いていたのですが、最近、足腰に違和感を感じます。スポーツと会社
の方もしっかりと皆さんと遊びを覚えながら、させて頂きたいなと思っています。

星野会員
　昨年危うく棺桶に足をつっこんだのですが、佐藤先生と話したら「あと１０年くらいは大丈夫だ
よ」と言っていただけました。しかし、かなり足が弱り、退院してから２度転がりました。かあち
ゃんと散歩に行くと、２０分間歩いて戻ると足がつります。私がかわいがっていた犬が私が入院
する４日前に他界しました。１５歳６ヶ月で、がんになったりして頑張っていたのですが、かわい
そうなことをしたなと思います。手賀沼のそばに千代の家さんという釣り具屋さんがあるのですが、
そこにアレックスという犬がいて、さびしくて会いに行ったりしています。犬を友達に、私も少し
ずつ頑張っていきたいと思っています。

今年の抱負

　３月２６日（水）は柏東との合同例会になります。５月には京都旅行を考え
ております。
　第１例会ですので、お誕生祝いがあります。１月２日生まれの今井会員と１
月１０生まれの瀧日会員、おめでとうございます。

今井会員より
　本日は誕生祝いをありがとうございます。１月２日生まれで、私
はこのかた誕生祝いなんてやってもらったことがなく、ロータリー
が唯一誕生日を祝って頂ける場所です。感謝しております。今年
の２日は箱根駅伝で出ていまして、帰って来たら、孫の方から「じ
いじ、お誕生日おめでとう」メッセージが届いており、本人が打
ったかどうかはわかりませんが、嬉しく思いました。今年で６６歳

になりました。先輩方を見ていますと、まだまだいくつになっても若いと思います。ロータリーの
活動、事業の活動にもしっかりと対応させて頂きたいと思います。本当に今日は暖かい誕生祝い
をありがとうございます。

瀧日会員より
　ありがとうございます。１０日で７９歳になりました。子どもが３
人いるのですが、長男は暮れのクリスマスの時に一緒に誕生祝い
をしました。長女はその後祝ってくれました。次女は今ベルギー
にいるのですが、これはうんともすんとも言ってきません。
　７９歳というのは、実は私の人生設計に入っていませんでした。
喜寿の時に、意地悪爺さんになると話しましたが、なかなか意地

悪爺さんをやる場所がありません。集団登校や下校の時以外うちの周りに子どもが歩いていない。
悪さをしている子どもは全然いません。意地悪爺さんをやる場所を考えなければなりません。
　本を読もうかと思っています。仕事も若干していますが、ほとんど息子に任せています。税法
というのは、しょっちゅう変わります。文章が２０行１センテンスです。しかもその中にカッコ書き
が３つか４つ入っています。おまけに字が小さいです。これを読みこなして仕事をしていくのは大
変です。これはもう少し無理かなと思います。
　昨年から手賀沼トラストというＮＰＯに入りました。荒れている農地を地主から年間５千円くら

小池委員長親睦委員会報告

１８名出席（全員で２５名）　出席率６６.６％
塩毛委員長出席報告

本日の幹事報告はございません。
荒井幹事幹事報告

いで借りて耕すというＮＰＯで、ちょっと畑作業を始めました。大変です。種の選定から始めた
のですが、どうやって比重を計るのかと思ったら、まさか塩水で計るとは知りませんでした。種
を選ぶ所から始めて、苗を作って、手で田植えをしました。途中で草取りもやり、稲刈りもやりま
した。稲刈りは腰が痛くて５分持ちませんでした。足踏みで脱穀もやりました。そばも植えて作り
ました。これは蒔いておくと自然に出来ましたが、刈り取りはやはり大変でした。１０アール程度
の土地を５０人くらいで３、４時間かけました。のべ時間３００時間くらいかかります。これを昔の
人は夫婦二人くらいでやっていたわけだから、大変な労働だったんだろうと実感しました。そんな
ことで農業なんかも少しやってみようかと思っています。
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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。

今週の表紙「柏神社」
遠い昔から天王様として親しまれて来た神社です。柏駅東口から徒歩 5 分の場所にあります。
鳥居のそばにある樹齢 300 年を超える銀杏の巨木は柏の街の移り変わりをずっと見守り続けています。
境内では柏市の菊花展などのイベントも開かれ、市民の憩いの場となっています。

柏神社 かしわ・あびこ ふれあい百景

理事１２名中１０名（欠席理事　上村文明会員　野田会員）

議案１.　メルヘン文庫への寄付について　経費の内容や主旨を今一度精査する必要が有り教育
長と打合せをする。

議案２.　例会変更を承認する。
例会スケジュール　２月１８日の例会を２月１９日の１０分区ＩＭへ振替とする。
例会スケジュール　３月２５日の例会を３月２６日の柏東クラブとの合同例会へ振替とする。
３月２６日の合同例会において米山奨学生の卓話を２名行ないます。（鈴木委員長より）

議案３.　親睦旅行スケジュール５/２４（土）・２５（日）を京都旅行で企画する事を承認した。

〈方針事項〉
瀧日理事より５０周年事業予算の考え現在３８０万円蓄財があるが最低でも５００万円は資金とし
て用意すべき。今後の親睦活動などは出来る限り会員負担で行なう事が留保額を増やす方法と
考えるので実行下さい。

〈報告事項〉
松丸事務局のパソコンがＸＰ問題に掛かります。次週見積を提出しますので審議下さい。

〈提案事項〉瀧日理事より
シドニーの世界大会に参加しましょう。

第７回理事会報告

野田会員
　新年会を欠席してしまいました。あけましておめでとうございます。昨年１２月に心臓の手術を
して出て来たばかりですが、だいぶ良くなりまして、だいたい１日おきに１８,０００歩くらい歩いて
います。昨日は風に向かって歩くのがだいぶ大変で、汗がけっこう出ました。なぜそれをやるか
というと、元気になることより、学生時代の柔道やマラソンの連中と酒を飲むと必ず割り勘負け
をするからです。割り勘負けをしないことが目標です。一年間頑張りたいと思います。

澁谷会員
　７０を過ぎると皆さん病気の話になります。私は頭から足の先まで全部悪く、いい所がないん
です。明日は幕張メッセで警察官の出初め式があり、２月１日にはイトーヨーカドーで我孫子警
察署３０周年記念の式典があり、最後には千葉県警察官友の会の音楽隊の演奏があります。よ
かったら、２月１日の午前中にイトーヨーカドーの３階に来て下さい。

お名前 メッセージ 金　額

今井会員 １月２日箱根駅伝の応援に多くの皆様に参加いただきま
した。また、誕生祝をいただきありがとうございました。 ２,０００円　

瀧日会員 Birthday Present ありがとうございました。 １,０００円　
上村晃一会員 新年会に風邪の為欠席しました。 １,０００円　

当 日 計 ４,０００円　

今期累計 ２４３,５５０円　

ニコニコＢＯＸ


