
第２３３１回例会報告議事録
日時　２６年３月１８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

２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％
高橋会員（代理）出席報告

　来週３月２５日は柏東クラブさんとの親睦合同例会となります。ゴルフコン
ペもあります。
　柏南クラブさんから４月１日の観桜例会の案内が来ています。私と幹事、服
部会員、松本会員、上村会員は出席予定です。他に出席される方は幹事まで
ご連絡ください。新入会員の方、是非ご出席ください。
　４月１６日（水）に三井サンガーデンホテルにて分区の合同例会が行われま
す。点鐘１８時です。コンペも行われます。今月中に出欠の確認を行います。

　先日、会長幹事会が行われました。ガバナー補佐が４月８日と６月１０日に当クラブにお見えに
なるとのお話しでした。皆様ご出席いただきますようお願い致します。
　今日は春一番が吹くと天気予報で言っており、本当に暖かくなりました。今日は仕事中、暑く
てTシャツ一枚に今年初めてなりました。風が強いと、転倒や、物が飛んできたりしますので事故
等、気をつけていただきたいと思います。
　メルヘン文庫の基金の方は本日で終了させていただき、ロータリーの有志ということで教育委
員会の方に振り込ませていただき、後日ご報告させていただきます。
　来週の場所、時間等が変更になっておりますので、お間違いのないようお気をつけください。

米田会長会長挨拶

　来週２５日の東クラブとの合同ゴルフコンペと合同夜間例会の参加人数を
お知らせします。ゴルフの方が柏東クラブさんが７名、我孫子が１３名参加で
合計２０名。夜間合同例会の方が東さんが１８名、我孫子が１６名で合計３４
名になっています。ゴルフは藤ヶ谷カントリー倶楽部で行います。合同夜間例
会は１８時半から角松本店です。会費はお一人８千円になります。
　我孫子の観桜例会は桜の具合を見ながら、会長と相談しながら決めたいと
思っております。

小池委員長親睦委員会報告

　先週の土曜日に米山奨学生の修了式と懇親会があり、バトヤと一緒に行っ
て参りました。奨学生全員、３０人位出席していました。学友会というＯＢ会の
組織が新しくなり、新しい理事長が選ばれたそうです。
　米山ならではの光景がいっぱい見られました。カウンセラーと奨学生のすば
らしい関係があり、涙腺がゆるんだロータリー会員もいました。
　バトヤは今月の２８日に日本を発ちます。今、バトヤのお母さんがいらしてい
て、膝が痛いとのことで昨日、病院に一緒に行きました。今５６歳らしいので

すが、４０歳の頃に癌を患っていて、バトヤはいっぱいリサーチし、癌の転移を心配していたので
すが、癌ではありませんでした。単なる加齢と大きい体によるものでした。私と一緒にやせましょ
うと話しました。
　柏東にはチャンくんというベトナムからの奨学生がいるのですが、チャンくんが合同例会に出ら
れないそうなので、バトヤとバトヤのお母さんも一緒に出席したらどうかということで、お母さんも
一緒に会食することになっています。
　米山奨学会は平均すると年間１人１万５千円位の献金でロータリーの留学生が成り立っている
ようです。我がクラブは年間、大体１人１万位寄付をしていると思います。ありがとうございます。

鈴木委員長米山委員会報告

お名前 メッセージ 金　額
瀧日会員 前回欠席しました。 １,０００円　
丸田会員 ブレザーのボタンを松丸事務局より頂きました。 １,０００円　

当 日 計 ２,０００円　
今期累計 ３６７,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

　これから６月１７日まで９名の方に卓話をお願いしたいと思っています。個
別にお声をかけさせていただきますので、３０分近い卓話をご用意いただきた
いと思います。

上村文明委員長プログラム委員会報告

　２月２６日に、アフガニスタンの日本の特認大使を囲んで、アフガニスタンに
日本の企業を誘致する、群馬県の担当者として参加して参りました。小池ゆり
こさんが座長でした。中央アジア・コーカサス研究会が主催でした。日本の進
出企業の安全がどう守られるかという議論で喧々諤々の意見が出たのです
が、大使がそのうち通訳がいることを忘れて自国語でべらべら話し始め、僕が
通訳をつけないとわからないと言ったら通訳を再びしてもらえました。今は、ど
この国もイスラム圏諸国への企業進出をためらっています。どう安全を守るか

という問いの答えは、結局、自分の身は自分で守る、ということでした。企業誘致に是非協力して
くれ、ということで来ていますが、話を進めてみると、やはりむずかしいと思いました。

高島会員アフガニスタンの企業誘致について

　この１月に皆様のお仲間に入れていただいた村越でございます。
　実は、今日着ているブレザーは、ロータリーの皆さんで作ったブレザーです。
ロータリーは父の生き甲斐だったのですが、結局一度も袖を通さずに退会し
てしまったので、少し袖を伸ばし、私が着ております。無駄にならなくてよかっ
たです。
　父は体の方はだいぶ元気になりました。もともとあまり社交的ではないの
で、こういう場には出て来れないのですが、事務所の方では座って新聞を読

み、誰もいなければ電話も出ますし、お客さんが来れば無愛想ながら応対はできる状態になりま
した。そのうちどちらかで皆さんにお会いする機会がありましたら、その時はぜひ声をかけてやっ
ていただければと思います。

村越会員より

・例会変更のお知らせ
 柏東ＲＣ ３月２７日（木）→３月２５日（火）
  　我孫子ＲＣとの親睦ゴルフ及び合同例会に振替
  　点鐘：１８：３０　場所：角松本店
  ４月１０日（木）観桜例会に変更
  　点鐘：１８：００　場所：宝来館
  ４月１７日（木）→４月１６日（水）
  　第１０分区の親睦ゴルフ大会及び合同例会に変更
・第１０分区親睦ゴルフ大会では登録料が３千円がかかり、事前集金となり
　ましたので、参加される方は３月末までに事務局の方にお支払いください。

荒井幹事幹事報告



第２３３１回例会報告議事録
日時　２６年３月１８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

２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％
高橋会員（代理）出席報告

　来週３月２５日は柏東クラブさんとの親睦合同例会となります。ゴルフコン
ペもあります。
　柏南クラブさんから４月１日の観桜例会の案内が来ています。私と幹事、服
部会員、松本会員、上村会員は出席予定です。他に出席される方は幹事まで
ご連絡ください。新入会員の方、是非ご出席ください。
　４月１６日（水）に三井サンガーデンホテルにて分区の合同例会が行われま
す。点鐘１８時です。コンペも行われます。今月中に出欠の確認を行います。

　先日、会長幹事会が行われました。ガバナー補佐が４月８日と６月１０日に当クラブにお見えに
なるとのお話しでした。皆様ご出席いただきますようお願い致します。
　今日は春一番が吹くと天気予報で言っており、本当に暖かくなりました。今日は仕事中、暑く
てTシャツ一枚に今年初めてなりました。風が強いと、転倒や、物が飛んできたりしますので事故
等、気をつけていただきたいと思います。
　メルヘン文庫の基金の方は本日で終了させていただき、ロータリーの有志ということで教育委
員会の方に振り込ませていただき、後日ご報告させていただきます。
　来週の場所、時間等が変更になっておりますので、お間違いのないようお気をつけください。

米田会長会長挨拶

　来週２５日の東クラブとの合同ゴルフコンペと合同夜間例会の参加人数を
お知らせします。ゴルフの方が柏東クラブさんが７名、我孫子が１３名参加で
合計２０名。夜間合同例会の方が東さんが１８名、我孫子が１６名で合計３４
名になっています。ゴルフは藤ヶ谷カントリー倶楽部で行います。合同夜間例
会は１８時半から角松本店です。会費はお一人８千円になります。
　我孫子の観桜例会は桜の具合を見ながら、会長と相談しながら決めたいと
思っております。

小池委員長親睦委員会報告

　先週の土曜日に米山奨学生の修了式と懇親会があり、バトヤと一緒に行っ
て参りました。奨学生全員、３０人位出席していました。学友会というＯＢ会の
組織が新しくなり、新しい理事長が選ばれたそうです。
　米山ならではの光景がいっぱい見られました。カウンセラーと奨学生のすば
らしい関係があり、涙腺がゆるんだロータリー会員もいました。
　バトヤは今月の２８日に日本を発ちます。今、バトヤのお母さんがいらしてい
て、膝が痛いとのことで昨日、病院に一緒に行きました。今５６歳らしいので

すが、４０歳の頃に癌を患っていて、バトヤはいっぱいリサーチし、癌の転移を心配していたので
すが、癌ではありませんでした。単なる加齢と大きい体によるものでした。私と一緒にやせましょ
うと話しました。
　柏東にはチャンくんというベトナムからの奨学生がいるのですが、チャンくんが合同例会に出ら
れないそうなので、バトヤとバトヤのお母さんも一緒に出席したらどうかということで、お母さんも
一緒に会食することになっています。
　米山奨学会は平均すると年間１人１万５千円位の献金でロータリーの留学生が成り立っている
ようです。我がクラブは年間、大体１人１万位寄付をしていると思います。ありがとうございます。

鈴木委員長米山委員会報告

お名前 メッセージ 金　額
瀧日会員 前回欠席しました。 １,０００円　
丸田会員 ブレザーのボタンを松丸事務局より頂きました。 １,０００円　

当 日 計 ２,０００円　
今期累計 ３６７,５５０円　

ニコニコＢＯＸ

　これから６月１７日まで９名の方に卓話をお願いしたいと思っています。個
別にお声をかけさせていただきますので、３０分近い卓話をご用意いただきた
いと思います。

上村文明委員長プログラム委員会報告

　２月２６日に、アフガニスタンの日本の特認大使を囲んで、アフガニスタンに
日本の企業を誘致する、群馬県の担当者として参加して参りました。小池ゆり
こさんが座長でした。中央アジア・コーカサス研究会が主催でした。日本の進
出企業の安全がどう守られるかという議論で喧々諤々の意見が出たのです
が、大使がそのうち通訳がいることを忘れて自国語でべらべら話し始め、僕が
通訳をつけないとわからないと言ったら通訳を再びしてもらえました。今は、ど
この国もイスラム圏諸国への企業進出をためらっています。どう安全を守るか

という問いの答えは、結局、自分の身は自分で守る、ということでした。企業誘致に是非協力して
くれ、ということで来ていますが、話を進めてみると、やはりむずかしいと思いました。

高島会員アフガニスタンの企業誘致について

　この１月に皆様のお仲間に入れていただいた村越でございます。
　実は、今日着ているブレザーは、ロータリーの皆さんで作ったブレザーです。
ロータリーは父の生き甲斐だったのですが、結局一度も袖を通さずに退会し
てしまったので、少し袖を伸ばし、私が着ております。無駄にならなくてよかっ
たです。
　父は体の方はだいぶ元気になりました。もともとあまり社交的ではないの
で、こういう場には出て来れないのですが、事務所の方では座って新聞を読

み、誰もいなければ電話も出ますし、お客さんが来れば無愛想ながら応対はできる状態になりま
した。そのうちどちらかで皆さんにお会いする機会がありましたら、その時はぜひ声をかけてやっ
ていただければと思います。

村越会員より

・例会変更のお知らせ
 柏東ＲＣ ３月２７日（木）→３月２５日（火）
  　我孫子ＲＣとの親睦ゴルフ及び合同例会に振替
  　点鐘：１８：３０　場所：角松本店
  ４月１０日（木）観桜例会に変更
  　点鐘：１８：００　場所：宝来館
  ４月１７日（木）→４月１６日（水）
  　第１０分区の親睦ゴルフ大会及び合同例会に変更
・第１０分区親睦ゴルフ大会では登録料が３千円がかかり、事前集金となり
　ましたので、参加される方は３月末までに事務局の方にお支払いください。

荒井幹事幹事報告



我孫子
ロータリークラブ
週報

ABIKO ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

我孫子ロータリークラブ

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

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

http://www.abiko-rc.jp

創立　昭40. 12 . 12　／　Ｒ.Ｉ加盟 承認　 昭41. 1. 8第279 0地区

我孫子ロータリークラブ

Vol.４９　No.３２　平成２６年４月１日号
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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「旧井上家」千葉県我孫子市相島新田1番地
手賀沼開墾に尽くした旧名主である井上家のお屋敷は、江戸時代には利根川舟運の主要な港町として栄えた
布佐郊外の相島新田にあります。 約150年前に建てられた敷地内の建造物は今も風格と格式を備えており、
我孫子の歴史を伝える貴重な文化遺産です。相島芸術文化村の活動拠点でもあり、平成24年には我孫子市の
指定文化財となりました。

旧井上家 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　親子でロータリーを継いで行くのはすごくいいなあと思います。
　私は柏で生まれ、柏の小中高を出ました。１８歳の時に遊びすぎて大学に
は失敗して、利根コカコーラに就職して１２年間そこにいました。最初は大きな
赤い４トントラックを運転し、次は小さな赤いトラックで営業し、最後は営業
で飲食店を回っていました。
　アリコという保険会社に勤めている先輩から誘われ、３２歳の時に転職しま
した。妻にも親戚一同にも反対されました。２６歳の時にアリコの保険に入っ

たのですが、本当の保険の使い方を教えていただき、人の役に立つなと思いました。やっと妻に
承知してもらえ、全然わからないまま飛び込み、もう１１年やっております。
　我孫子に移り住んでからも１１年たちます。自分のふるさと、地盤というようなものが欲しいな
と思い、青年会議所に入らせていただき、カッパまつり等のお祭りにも関わらせていただいて、や
っと自分の地元は我孫子だよ、と言えるような感じになってきました。我孫子が好きだという気持
ちや、皆さんとの出会いを自分の子どもの世代に引き継いで行けるような、そんな生涯が今後でき
たらいいなと思っています。米田先輩のおかげもありますが、ロータリーでの出会いは私にとって
は貴重で、これから益々頑張って行きたいと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願い致
します。

依田会員より


