
第２３４０回例会報告議事録
日時　２６年６月３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：	なし

２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％
塩毛委員長出席報告

　今日は私を含め親睦のお祝があります。
　６月４日に分区の新旧交代式があり５名出席をして参ります。１０日にはガ
バナー公式訪問があります。
　６月２４日の新旧交代式は富桝旅館さんの方で行う予定です。星野会員よ
り富桝旅館さんが入会していただけるというお話しをいただいています。
　６月１１日（水）の夕方に、ここマークワンで青年会議所の「今日からできる
減災術」という防災についての公開例会が行われます。ご興味ありましたら、

ぜひ来ていただければと思います。今日は理事会もあります。一日よろしくお願い致します。

米田会長会長挨拶

依田会員より
　５月末をもちまして、メリットライフアリコを退社致しました。１０年と５ヶ月働きまし
た。８月くらいから我孫子で地元密着型の保険代理店を始めたいと思っております。今
までも個人事業主のような形で確定申告をしていたのですが、親会社がメリットライフ
になり会社が色々変わってきて、方向性がずれてきました。
　きっかけは２つあります。勉強会に参加しているのですが、そこで２代目の歯医者さ
んがいらっしゃり、継げば楽に続けられる所をあえて別の場所で開業されています。患

者さんのためにとことん良い治療を行いたいと言う熱意を持っていらっしゃいます。お客さんの為に本当に
いい保険を薦めたいのであれば自分でやるしかないよと言われまして、そうだなと思いました。
　もう一つは、ロータリーに入らせていただき、皆さん諸先輩方を拝見していますと、本当に自分もそんな風
になりたいなと思います。今、リセットをして自分が理想としている代理店を作ろうと思いました。色々準備が
あり、スタートは８月頃になると思いますが、ぜひとも色々教えていただいて頑張って行きたいと思っておりま
す。よろしくお願い致します。

高島会員より
　６月６日からブータンに行って来ます。政府要人との懇談会が主な理由で、あとは子
ども達との文化交流です。山岳の村の石ころだらけの道を７、８キロくらい歩いて行き
ます。
　５月の千葉県の倒産件数は３２.１７％増だそうです。ちょっと気持ちを引き締めない
といけない時期かなと思います。

近況報告

　６月６日生まれの鈴木会員、６月１２日生まれの上村文明会員、６月１９日生まれの米田
会員、お誕生日おめでとうございます。
　丸田会員、結婚３５周年おめでとうございます。
　京都旅行の残金があります。今回、バス代くらいは親睦委員会から出したいと思いま
す。次年度の会長さんにお願いなのですが、50周年の式典が控えていて、節約しなくては
ならないのわかっているのですが、予算の段階で、その目標値を出して頂きたいと思いま
す。

鈴木会員より
　６月６日に６６歳になります。ろくろくろくろくです。井上先生は私より
２０歳先輩で「まだまだ若い、振り返らず前に向かって進みなさい」なん
ておっしゃるかもしれませんが、振り返ってみると、ろくでもないことばっ
かりしてきて反省しきりの人生です。マイナスのことも一杯出てくるのです
が、ろくでなしがある程度人となる為には、こういう試練をいただいて、こ
こまでやってこれたんだなと思います。これからいつまで命があるかわか
りませんが、神様の所に召されるまで自分が生まれてきた訳を知り、これ

でよかったなと思える所までなんとか行き着きたいと思います。流されるままに楽をしてきた自分がいて、少しも
がき始めて、どういうもがき方をするかがミソです。
　ロータリーに入って奉仕をすること、人の為に何かをすることが幸せにつながるのかなということを教わりまし
た。井上先生がロータリーで金の使い方を学んだとおっしゃいますが、本当に明瞭で簡潔な先生の言葉にいつ
も心が動きます。
　失敗をするということがプラスにつながって行くという事は間違いない事だと思います。おおいに失敗して反
省して、いい人生にしたいと思っています。

上村文明会員より
　６７歳になります。ロータリーに来ると、元気な先輩たちがたくさんいら
っしゃいますので、まだまだ私は若いと思うのですが、だんだん年寄りの
方に行くのかなと思います。つい１０年前くらいまでは若手税理士だった
のですが、気がついてみたらそうではなくなっています。そういったことが
ロータリーでも起こるのかなと思います。今、事務所の方もスタッフがしっ
かりやってくれていますので、遊べる時間が少しずつ増えています。６５
歳からは年金もいただけますし、事業もさせていただけます。大変ありが

たいと思います。若い人達はこれから大変なのかなと思います。我々が戦後団塊世代の走りですので、我々が介
護のお世話になる頃には施設が足りない、自分で全部用意して入らないといけない、そんな時代が来るのかなと
思いますが、現時点、一生懸命楽しくやりたいと思います。
　前回６０の時に会長をさせていただいた際は、左手を骨折しまして大変な思いをしました。次の時は何事も無
く過ごせたらいいと思います。皆様よろしくお願いします。

小池委員長親睦委員会報告

米田会長より
　お祝ありがとうございます。４６になります。先輩たちが成人した時に
おぎゃーと生まれました。本当にまだまだ若いです。４５の年にロータリー
の会長をさせていただき、非常によい、思い出になる一年を過ごす事が
できました。先輩たちにいつも優しくしていただいて本当にありがたく思
っております。仕事の方はちょうど１０年前に東我孫子で始めました。こ
れからも続けて行けるように頑張って行きたいと思います。ありがとうご
ざいました。

丸田会員より
　今日はありがとうございました。私も実は今月の予定で松丸さんから
言われて気がつきました。３５周年は珊瑚婚というそうです。おかげさ
まで孫も３人近所にいまして、相変わらず、すねをかじられていますが、
それでも、そうさせてもらえるのは非常にありがたいなと思います。本当
にいい人に出会えて、生かされているなというような人生です。私も来
年還暦です。人とのつながりが命です。
３５周年を迎えるにあたって、本当に感謝感謝という気持ちで一杯です。
　次年度は松本ガバナー補佐を支える補佐幹事をさせていただきます。
　どうぞまた来年もよろしくお願いします。

　野田会員が入院されてから２ヶ月程度経ちましたが、今現在まだはっきり結
果がわからないそうです。セカンドオピニオンで２つ検査を受けているそうな
のですが、我慢強く結果を待っていらっしゃいます。
　彼はかさまフォレスト	ゴルフクラブの役員をされていますが、土日に奥様と
行ったら理事の方や仲間の人達が飛びついてきたそうです。かさまでも人気
者です。早くよくなって一緒にやろうと話しました。
　外部卓話を、私と服部会員の共通の友人でもある海上保安庁の幹部の方に
７月１日にお願いしたいと思っています。尖閣諸島の海上警備について話して
くださいます。７月１日、ぜひご参加ください。

鈴木会員野田会員の近況報告と外部卓話について
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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「柴崎神社」千葉県我孫子市柴崎737番地
日本武尊（ヤマトタケル）が、東国討伐の征途の安全と武運長久を祈願し幣を立て、天慶元年（938年）に
創建されたと伝えられています。また、平将門もこの神社で武運を祈願したそうです。
古くは妙見社と呼ばれ、明治元年に北星社となり、明治13年に芝崎神社と改称されました。
階段を上ると静かな境内があり、参道脇には妙見菩薩の神使、亀（玄武）が並んでいます。

柴崎神社 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

６月３日　理事１２名　参加７名出席　成立
１.本年度最終例会は富枡旅館で行ない、会費は￥７,０００-とする。
２.５０周年実行委員会を来年度より第四例会後に行なう事とする。
　５０周年開催時期は２０１６年４月で、土曜日の夜に姉妹クラブのウェルカムパーティーを鈴
木公三会員の「白ばら幼稚園」を借用して行ない、式典は翌日曜日の昼からとする案で検討す
る。宴会場を押える関係で出来るだけ早い決定が望ましい。
　注）７月の実行委員長会議は１５日第三例会終了後に行ない、決定事項を次回の理事会に
上程する。
３.50周年実行委員会記念誌委員には井上会員、上村晃一会員に委員への参加要請が有った。

以上

第１１回理事会報告

お名前 メッセージ 金　額
上村文明会員 有難うございます。 １,０００円　
小池会員 京都旅行の写真を米田会長より頂きました。ありがとうございました。 １,０００円　
佐藤会員 野田会員ガンバレ！！ １,０００円　

志賀会員 京都の親睦旅行を早く帰りましたので、すみませんでした。それと、
旅行の写真を頂きました。 ２,０００円　

鈴木会員 誕生日祝いをいただきました。 １,０００円　

高島会員 ブータンへ行って来ます。政府要人との懇談会が主な行事であとは
学校訪問で子供達との交流会があります。 １,０００円　

服部会員 京都旅行の写真いただきました。 １,０００円　
丸田会員 結婚３５周年お祝頂きました。 ３,０００円　
依田会員 メットライフアリコ退職いたしました。これからも宜しくお願いします。 １,０００円　
米田会長 お祝ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 １３,０００円　
今期累計 ４８８,８３０円　
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特にありません。
鈴木会員（代理）幹事報告


