
第２３３９回例会報告議事録
日時　２６年５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

１９名出席（全員で２６名）　出席率７３.１％
塩毛委員長出席報告

　先週末は親睦旅行ということで京都に行って参りました。お疲れ様でし
た。土曜の朝は皆さん６時半頃に我孫子を出られて新幹線に乗り、新幹線の
中ではたくさんお酒も飲み、川下りではお弁当を食べ、楽しい時間を過ごせま
した。嵯峨野に着き、寒くもなく非常に気持ちのいい気候でした。夜には祇園
にも行きました。たくさんの企画をしていただき、ありがとうございました。旅
行中、割り勘負けをしないように、お酒は飲まないので沢山おいしいものを食
べ過ぎまして、このままではハーフマラソンどころではありません。ダイエットに
励みたいと思います。

米田会長会長挨拶

　６月に千葉県議会が始まり、６月１７日（火）に自民党代表質問を私がやる
ことになりました。我孫子市がやろうとしている問題を千葉県の問題として、
質問させてもらおうと思っています。千葉テレビでも放送されます。ぜひ、お時
間のある方は見ていただければと思います。もしお時間があれば、議場の方に
来ていただければバスを出します。ありがとうございました。

今井会員自民党代表質問について

４０数年のロータリーで初めて、肺炎で入院し２週間ばかり休み、米田会長か
ら御見舞いをいただき、ありがとうございました。

上村晃一会員より
　今年の親睦旅行も無事終りまして、ご協力本当にありがとうございました。木
村会員に大変お世話になりました。
　我が家は、帰りに向こうの新幹線のホームにお土産を置き忘れまして、日本の
システムは素晴らしいなと思いました。コールセンターに電話をしましたら、お土
産を入れたエコバッグらしいものがあったということで見つかり、お土産だけで
なく私の帽子も入っていて、着払いでうちに今日届く予定になっています。大変お
騒がせ致しました。楽しい旅行ができたということに免じて許していただければ

と思います。本当にありがとうございました。野田会員が今回ご夫婦で参加予定だったのですが、入
院で参加できなくなってしまいました。こちらを頂いていますので、退院後、お礼を言っていただけれ
ばと思います。
　来月の新旧交代式は場所は決まっていませんが、後日ご連絡いたします。

小池委員長親睦委員会報告

・日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会が開催されます。
	 ６月２３日（月）７時４５分スタート。ツキサップゴルフクラブにて。
	 詳細はパンフレットを参照。
・２０１６ー２０１７年　ガバナー候補者推薦のお願いが来ています。
	 ２０１４年７月２２日までに地区ガバナー指名委員会委員長あてに文書をもっ
　て推薦する。

荒井幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 先週、不覚にも体調をくずし欠席しましたので。 １,０００円　
今井会員 親睦旅行楽しかったです。写真をいただきました。 １,０００円　

上村晃一会員 入院した際ロータリークラブから会長の御見舞を頂きありがとうござ
いました。京都旅行の写真を村越会員から頂きました。 ５,０００円　

上村文明会員 写真ありがとうございます。 １,０００円　
木村会員 親睦旅行お疲れ様でした。写真ありがとうございます。 １,０００円　

小池会員 旅行楽しかったです。皆様ご協力頂きありがとうございました。
また、村越さんより写真を頂きました。ありがとうございました。 ２,０００円　

塩毛会員 楽しい旅行が出来ました。 １,０００円　
高橋会員 旅行欠席してすみません。 １,０００円　
服部会員 旅行楽しかったです。旅行幹事お疲れさまでした。 １,０００円　
松本会員 京都旅行、参加できず残念でした。 １,０００円　
村越会員 旅行ではお世話になりました。 １,０００円　
米田会長 親睦旅行楽しかったです。ありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 １７,０００円　
今期累計 ４７５,８３０円　

ニコニコＢＯＸ

米田会長より
　入会させていただいてから毎年旅行に参加させていただいていますが、お天
気に恵まれて川下りも気持ちがよかったです。修学旅行生が多かったなと思いま
した。正直、仏閣等に興味がないのでチンプンカンプンだったのですが、修学旅
行生も同じような気持ちなのかなと思いました。ただ、庭石を見ていた時に、上村
晃一会員が「景色に見える」とおっしゃっていて、私もその年齢に来た時に同じよ
うに感じる事ができる人間性を持ちたいなと思いました。

木村会員より
　旅行の日程は、ここだけの話ですが、自分が行きたい所で決めさせてもらいま
した。一泊二日の限られた時間でしたが、非常によかったなと思ったのは、塩毛
会員が３５年前くらいにお勤めだった漬物屋さんに寄れた事です。今回移動距離
が多かったので皆さんお疲れになったかと思うのですが、無事に帰って来れてよ
かったなと思います。

（次ページへ続く）

京都旅行の感想
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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「湖北小学校」千葉県我孫子市中里95番地
　国道356号線沿いの老舗中の老舗割烹旅館です。
明治7年（1874年）開校の130年以上の歴史がある小学校です。昭和49年に創立100周年を迎えました。
　湖北小学校は西原遺跡がある場所でもあります。1985～1998年（昭和60～平成10年)までに行われた発掘
調査では、古墳時代から奈良・平安時代の集落跡が中心に確認され、土師器や須恵器等の土器が多く出土し
ました。

湖北小学校 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

上村晃一会員より
　京都旅行には何度か行った事があるのですが、今回は幹事と木村さんと今井さ
んも含めて非常に詳しい方が多くて色 見々る事ができました。竜安寺の岩が、今ま
では何の鑑賞もなかったのですが、米田会長が言うように年を取ったせいか、最
近やっと欲が減ったせいか、人生「我只足るを知る」という意味を少し理解したよ
うな気がします。たまにはお寺巡りの旅行もいいのかなと感じました。最近仏像を
見ると少しは感激するようになりました。
　こちらの方に墓を求めましたので、来月、３、４、５はそのお寺の旅行で永平寺
の方に行きます。最近やっと年を取った時の自分の生き方を多少考えるようにな
ったのかなと思います。お寺の旅行の時はまた参加したいと思います。

上村文明会員より
　私は家内と行ったものですから色々制約がありましたが、飲む事に関しては塩
毛会員の方が制約を受けているのかなと感じました。私も最近、酒を飲むと具合
が悪くなるのが短くなったかなと感じます。朝から二日続けると昨日は飲みたくな
かったです。
　皆さんと川下りをして降りてきて、うちのが百人一首の館に行くというので行っ
たのですが、装束をただで貸してくれて、そこのおばちゃんが写真をいっぱい撮っ
てくれたのが得したなと感じました。私とではありませんが、うちのがしょっちゅう
京都に行っているようです。私も京都もなかなかいいもんだなと感じました。特に
もみじやさんの新緑がすごくきれいだったので、秋に是非見に行きたいなと思いま
した。本当に楽しい旅行をありがとうございました。

今井会員より
　自分も親睦の委員ですが、木村会員には一から十までお世話になり、ありがと
うございました。私は午前中諸用がありまして、こちらを午前に出発して、花園とい
う駅で皆さんと合流しました。実は２週連続で京都に行ったのですが、やはり気
心知れた皆さんと旅行できたのが一番楽しかったです。もみじやさんの静けさの
中でゆっくり休めたのが本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。

村越会員より
　旅行一緒に行かれた方、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
　ただ一つびっくりしたのは、皆さん本当にお酒が強いということです。朝８時
２０分の新幹線に乗ってからすぐ飲み始めまして、午後から船に乗るからあまり飲
まないようにと言われていたのに、ビールは控えたけれどワインと日本酒を随分飲
まれたみたいです。そこから始まりまして、その日は夜の１時くらいまで祇園の隣の
四条河原町等まで最後は行きまして大分疲れたはずなのですが、翌朝８時に行っ
たら、もうすでに朝から皆さん飲んでいらっしゃいました。同じ部屋だった米田さ
んはすーっと上村晃一さんの隣に座ったのですが、私は志賀会員の隣、塩毛会員
の前に座り、ゴールデントライアングルで、二日目も朝からたっぷり飲ませていただ
きました。ありがとうございました。


