
第２３４１回例会報告議事録
日時　２６年６月１０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：
　第2790地区	ガバナー補佐	 風澤俊夫様
	 ガバナー補佐幹事	中山浩一様

１６名出席（全員で２６名）　出席率６１.５％
塩毛委員長出席報告

　本日は風澤ガバナー補佐、中山ガバナー補佐幹事が来てくださっています。
ありがとうございます。
　先週は理事会が行われました。
　６月２４日に新旧交代式を行います。
　５０周年の実行委員会を第４例会日の終了後に行う事に決まりました。各
委員会の振り分けをしたいと思います。ご協力の程よろしくお願い致します。
　先週は１０分区の方の新旧交代式に出席して参りました。今年度と次年度

の会長幹事の顔合わせをしながら楽しく一日を過ごして参りました。
　青年会議所の例会が、ここで明日１８時３０分受付開始、１９時〜２０時３０分に行われます。
ご興味ありましたらご参加ください。
　木曜からずっと雨でお休みでしたが、やっと今日晴れました。職人を殺すのに刃物はいらない、
雨が一番の敵だと昔から言われています。２０何年この仕事をやっていますが、こんな長雨はな
かなかないです。全国平均だと年間で雨の日は１１４日あるそうです。１位の秋田県が１７２日、２
位が富山県と新潟県で１７０日だそうです。雨が降らない所は４７位が香川県、４６位が岡山県、
４５位が広島県だそうです。千葉県は１１０日です。快晴の日が一番多いのは埼玉県で５１日、２
位は宮崎県で４９日、３位は千葉県で４８日、全国平均が２５日だそうです。最下位は青森県の７
日、秋田県の８日、山形県８日で、東北地方は快晴が少ないようです。３、４月も菜種梅雨で雨の
日が多く、６月は梅雨で、７、８月は台風で、秋雨がまた来るという、天候に非常に左右される商売
ですが、一生懸命やっていきたいなと思います。
　今日は晴れ間が出ていますが、今年は７月２０日頃まで雨が降るんじゃないかと思います。湿度
も高いので、皆様、体調をくずされないように注意して過ごしていただきたいと思います。

米田会長会長挨拶

　２７年の３月か４月頃に我孫子ロータリークラブ創立５０周年記念式典を行
いたいということで出発をしたいと思います。実行委員長は私で、実行委員は
瀧日会員、上村晃一会員、上村文明会員、野田会員、丸田会員、服部会員、
米田現会長の８名です。総務委員会は上村文明会員、米田現会長、服部会
員、荒井現幹事、記念誌については丸田会員にお願いしたいと思います。
　費用等についてですが、２６年度末の積立金を目処に範囲内で式典等行
いたいと思います。７月の会議から実際に色々話し合いを持って行きたいと思
います。ありがとうございました。

星野会員我孫子ロータリークラブ創立５０周年記念式典について

　今日はＳＡＡと親睦と両方させていただいています。
　旅行の収支報告書ができました。残金が７７,２４２円で、１８名参加でお一人
４２００円返金させていただきます。端数の１,６４２円はニコニコに入れさせて
いただきますので、よろしくお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　あと２週間ほどで終りますが、お礼を述べに参りました。
　第１０分区の新旧交代式が先週終りまして、ガバナー補佐も交代式を終えまし
たので、そこそこ気楽になりました。次年度は我孫子さんなので大変だと思いま
すが、よろしくお願い致します。
　関口ガバナー年度は職業奉仕と親睦で元気なクラブを作ろうということで、職
業奉仕の方はいつの間にかうやむやになってしまいましたが、親睦の方はどのク
ラブさんも喜んで皆さんやってくださったようです。

　新入会員が多かったのも特徴だったと思います。我孫子クラブさんも、女性会員が入ったのは記念
すべきことだったと思います。第１０分区では女性クラブがいないクラブはなくなりました。柏クラブ
は９名女性会員がいらっしゃいます。
　出席率も今年度は第１０分区は割とよかった感じが致します。ありがとうございました。

第 ２7９０ 地区 ガバナー補佐　風澤 俊夫 様ご挨拶

　次年度の理事については先日発表したのですが、委員については正式には
後日クラブ協議会を開いて皆さんに承認していただきたいと思います。松本ガ
バナー補佐エレクトよりお話しあったように、次年度の２７９０地区の組織が
若干今までと変わりますので、我孫子クラブにおきましても地区の方の要請
に基づく各委員会を検討しました。ご本人にまだ話していない方もいらっしゃ
いますので、これからお願いするということで認識していただければと思いま
す。

　会長は私、直前会長が米田会長、会長エレクトは瀧日会員、幹事は服部会員、ＳＡＡは木村会
員にお願いしています。
　委員会の数を少なくしたいと思っており、会員増強・退会防止委員会は村越会員、親睦委員会
は荒井現幹事、出席委員会は依田会員、プログラム委員会は高橋会員と伊藤会員、広報委員会
は次年度補佐幹事で大変だと思いますが丸田会員、職業倫理・会員研修委員会は上村晃一会
員、家庭集会委員会は志賀会員にお願いしたいと思います。
　今年度、研修委員長を各クラブから出してほしいとの地区からの要請があります。前年度会長
にやっていただくことになっていますので米田会長に研修委員長をお願いしたいと思います。
　地域の一般の方々にロータリーを知ってもらう為のロータリーデーを設けるようＲＩ会長より要
請があります。塩毛会員に委員長をお願いしたいと思います。
　クラブ管理運営委員会は瀧日会員、職業奉仕委員会は上村晃一会員、社会奉仕委員会
は野田会員、国際奉仕委員会は小池会員、姉妹クラブ委員会は瀧日会員、青少年委員会は依田会員、
ロータリー財団委員会は佐藤会員、米山記念奨学委員会は鈴木会員にお願いしたいと思います。

上村文明会長エレクト次年度委員について

　頼りないガバナー補佐幹事ではありましたが、私個人としましては、今年度ガ
バナー補佐幹事をさせていただきまして、初めて我孫子ロータリークラブさんを
訪問することができたことはガバナー補佐幹事をやった成果かなと思っておりま
す。昨年の情報研究会では野田会員に無理をお願いしたのですが、体調をくず
されているとのことで、この場で心より一日も早い回復をお祈りしたいと思いま
す。一年間ありがとうございました。

第２7９０地区 ガバナー補佐幹事　中山 浩一 様ご挨拶

上村文明会員に米田会長より
米山功労者表彰を授与



第２３４１回例会報告議事録
日時　２６年６月１０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：
　第2790地区	ガバナー補佐	 風澤俊夫様
	 ガバナー補佐幹事	中山浩一様

１６名出席（全員で２６名）　出席率６１.５％
塩毛委員長出席報告

　本日は風澤ガバナー補佐、中山ガバナー補佐幹事が来てくださっています。
ありがとうございます。
　先週は理事会が行われました。
　６月２４日に新旧交代式を行います。
　５０周年の実行委員会を第４例会日の終了後に行う事に決まりました。各
委員会の振り分けをしたいと思います。ご協力の程よろしくお願い致します。
　先週は１０分区の方の新旧交代式に出席して参りました。今年度と次年度

の会長幹事の顔合わせをしながら楽しく一日を過ごして参りました。
　青年会議所の例会が、ここで明日１８時３０分受付開始、１９時〜２０時３０分に行われます。
ご興味ありましたらご参加ください。
　木曜からずっと雨でお休みでしたが、やっと今日晴れました。職人を殺すのに刃物はいらない、
雨が一番の敵だと昔から言われています。２０何年この仕事をやっていますが、こんな長雨はな
かなかないです。全国平均だと年間で雨の日は１１４日あるそうです。１位の秋田県が１７２日、２
位が富山県と新潟県で１７０日だそうです。雨が降らない所は４７位が香川県、４６位が岡山県、
４５位が広島県だそうです。千葉県は１１０日です。快晴の日が一番多いのは埼玉県で５１日、２
位は宮崎県で４９日、３位は千葉県で４８日、全国平均が２５日だそうです。最下位は青森県の７
日、秋田県の８日、山形県８日で、東北地方は快晴が少ないようです。３、４月も菜種梅雨で雨の
日が多く、６月は梅雨で、７、８月は台風で、秋雨がまた来るという、天候に非常に左右される商売
ですが、一生懸命やっていきたいなと思います。
　今日は晴れ間が出ていますが、今年は７月２０日頃まで雨が降るんじゃないかと思います。湿度
も高いので、皆様、体調をくずされないように注意して過ごしていただきたいと思います。

米田会長会長挨拶

　２７年の３月か４月頃に我孫子ロータリークラブ創立５０周年記念式典を行
いたいということで出発をしたいと思います。実行委員長は私で、実行委員は
瀧日会員、上村晃一会員、上村文明会員、野田会員、丸田会員、服部会員、
米田現会長の８名です。総務委員会は上村文明会員、米田現会長、服部会
員、荒井現幹事、記念誌については丸田会員にお願いしたいと思います。
　費用等についてですが、２６年度末の積立金を目処に範囲内で式典等行
いたいと思います。７月の会議から実際に色々話し合いを持って行きたいと思
います。ありがとうございました。

星野会員我孫子ロータリークラブ創立５０周年記念式典について

　今日はＳＡＡと親睦と両方させていただいています。
　旅行の収支報告書ができました。残金が７７,２４２円で、１８名参加でお一人
４２００円返金させていただきます。端数の１,６４２円はニコニコに入れさせて
いただきますので、よろしくお願い致します。

小池委員長親睦委員会報告

　あと２週間ほどで終りますが、お礼を述べに参りました。
　第１０分区の新旧交代式が先週終りまして、ガバナー補佐も交代式を終えまし
たので、そこそこ気楽になりました。次年度は我孫子さんなので大変だと思いま
すが、よろしくお願い致します。
　関口ガバナー年度は職業奉仕と親睦で元気なクラブを作ろうということで、職
業奉仕の方はいつの間にかうやむやになってしまいましたが、親睦の方はどのク
ラブさんも喜んで皆さんやってくださったようです。

　新入会員が多かったのも特徴だったと思います。我孫子クラブさんも、女性会員が入ったのは記念
すべきことだったと思います。第１０分区では女性クラブがいないクラブはなくなりました。柏クラブ
は９名女性会員がいらっしゃいます。
　出席率も今年度は第１０分区は割とよかった感じが致します。ありがとうございました。

第 ２7９０ 地区 ガバナー補佐　風澤 俊夫 様ご挨拶

　次年度の理事については先日発表したのですが、委員については正式には
後日クラブ協議会を開いて皆さんに承認していただきたいと思います。松本ガ
バナー補佐エレクトよりお話しあったように、次年度の２７９０地区の組織が
若干今までと変わりますので、我孫子クラブにおきましても地区の方の要請
に基づく各委員会を検討しました。ご本人にまだ話していない方もいらっしゃ
いますので、これからお願いするということで認識していただければと思いま
す。

　会長は私、直前会長が米田会長、会長エレクトは瀧日会員、幹事は服部会員、ＳＡＡは木村会
員にお願いしています。
　委員会の数を少なくしたいと思っており、会員増強・退会防止委員会は村越会員、親睦委員会
は荒井現幹事、出席委員会は依田会員、プログラム委員会は高橋会員と伊藤会員、広報委員会
は次年度補佐幹事で大変だと思いますが丸田会員、職業倫理・会員研修委員会は上村晃一会
員、家庭集会委員会は志賀会員にお願いしたいと思います。
　今年度、研修委員長を各クラブから出してほしいとの地区からの要請があります。前年度会長
にやっていただくことになっていますので米田会長に研修委員長をお願いしたいと思います。
　地域の一般の方々にロータリーを知ってもらう為のロータリーデーを設けるようＲＩ会長より要
請があります。塩毛会員に委員長をお願いしたいと思います。
　クラブ管理運営委員会は瀧日会員、職業奉仕委員会は上村晃一会員、社会奉仕委員会
は野田会員、国際奉仕委員会は小池会員、姉妹クラブ委員会は瀧日会員、青少年委員会は依田会員、
ロータリー財団委員会は佐藤会員、米山記念奨学委員会は鈴木会員にお願いしたいと思います。

上村文明会長エレクト次年度委員について

　頼りないガバナー補佐幹事ではありましたが、私個人としましては、今年度ガ
バナー補佐幹事をさせていただきまして、初めて我孫子ロータリークラブさんを
訪問することができたことはガバナー補佐幹事をやった成果かなと思っておりま
す。昨年の情報研究会では野田会員に無理をお願いしたのですが、体調をくず
されているとのことで、この場で心より一日も早い回復をお祈りしたいと思いま
す。一年間ありがとうございました。

第２7９０地区 ガバナー補佐幹事　中山 浩一 様ご挨拶

上村文明会員に米田会長より
米山功労者表彰を授与



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.４２　平成２６年６月１７日号

ロータリーの友事務局　ホームページwww.rotary-no-tomo.jp　メールはweb@rotary-no-tomo.jp

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「勝蔵院」千葉県我孫子市布佐2285番地
延命寺の前の356号を渡って、正面の道に入り、道なりに進むと勝蔵院があります。文禄元年（1592年）創
建の天台宗のお寺です。本尊は阿弥陀三尊で、新四国相馬霊場の21番と37番の札所があります。
明治41年に柳田國男の兄である松岡鼎が提唱し、勝蔵院に布佐文庫を開設しました。蔵書は現在、布佐図書
館にあります。

勝蔵院 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

お名前 メッセージ 金　額
風澤ガバナー補佐 １年間ありがとうございました。 １０,０００円　
井上会員 来週旅行のため欠席。 １,０００円　
親睦委員会 親睦旅行残金 １,６４２円　

当 日 計 １２,６４２円　
今期累計 ５０１,４７２円　

ニコニコＢＯＸ

・訃報　２０１０-１１年度ガバナー織田吉郎氏が６月６日にご逝去されました。
・下総松戸自衛隊協力会の会員募集のお知らせが来ています。
・例会変更のお知らせ
	松戸北ＲＣ	 ６月１７日（火）家族移動例会	１８：３０点鐘　ナプシャルズ南柏にて
	松戸西ＲＣ	 ６月１８日（水）移動例会（親睦旅行）札幌ジャスマックプラザホテル
		 ６月２５日（水）夜間移動例会	１８：３０点鐘　松葉鮨にて
	松戸東ＲＣ	 ６月２７日（金）夜間家族例会	１８：００点鐘　松戸商工会議所５階

荒井幹事幹事報告

　７日土曜に野田会員よりお電話をいただきまして、結果がわかったとのこ
とでした。４月半ば頃から入院され約２ヶ月間調べた結果、キャッスルマン病
であろうという判断になったそうです。１０万人に一人の病気だそうですが、実
は我孫子ロータリークラブにはキャッスルマン病の大先輩がいらっしゃいまし
て、荒井幹事も１０万人に一人の方でした。荒井会員の場合は、５年前にわか
りました。
　今週の木曜日から治療に入るそうです。２、３週間治療をして数値が下がれ

ば退院され、荒井幹事のように治療を続けていかれることになると思います。お酒も飲めるし、好
きなゴルフもでき、ロータリーの活動も共にできるそうです。

キャッスルマン病について　荒井幹事
　イギリスのキャッスルマン博士が発見したのでこう呼ばれているそうです。
原因はいまだにわからないそうです。症状としては倦怠感、ひどくなってくると
リンパ腫があちこちにでき、更にひどくなってくると腎臓や肺に炎症が起こり、
内蔵の病気が進むと死に至ります。
　人間の中にインターロイキン６という物質があり、何か病気が発生するとスイ
ッチの役割をします。このスイッチがオンになると色々な抗体が病気を攻撃し

始めるのですが、どういうわけか何の病気もないのにこのスイッチがオンになりっぱなしになり、
過剰産生していくとリンパ腫の中に入って色々悪さをするというのがキャッスルマン病です。そうな
るとＣＲＰという炎症反応が通常０.３未満のところが５とか１０とかになります。そういう状況は
本来はガン等の状況です。
　オンになりっぱなしのスイッチをオフにする為に、５、６年前まではステロイドで抑えるしかなか
ったらしいのですが、現在、中外製薬と京都大で開発した新薬があり、それを定期的に投与する
ことでインターロイキン６の過剰産生を抑制することができ、通常の状態でいられます。完治はし
ませんが、通常の状態には戻しておく事ができます。

小池会員野田会員の近況について


