
るようになりました。
　来月からＳ.Ａ.Ａ.という重責を担うのですが、３分間スピーチを取り入れていきたいと思ってい
ます。せっかく皆さんお忙しい中、週一回、貴重なお時間をいただいている訳で、何も話さないで
帰ってしまうのもどうなのかなと思います。色んな方の話を聞かせて頂ければと思っています。
　一年間ロータリーに経験させて頂いて、来月からＳ.Ａ.Ａ.をさせて頂く中でそんなことを考えて
います。

瀧日会員
　今度、５０周年記念式典を行いますが、記念式典とはそもそも何なのか。
形だけでは意味がありません。式典をやるのであれば、一度皆さんでディスカ
ッションをする必要があるのではないかと思います。一般的に会社なんかです
と、創立記念に創業者の精神を再度認識するとか原点に帰るとか色んな考え
方があると思います。正直言って、あんまり考えた事がありません。ロータリー
クラブを最初に立ち上げた方達は色んな思いがあったと思います。井上先生の

お話しを聞いたり、文書を調べたり、何の為に５０周年をやるのかを是非皆さんによく考えて頂き
たいと思います。漠然と２００万、３００万を使ったら無駄金になります。再度考えて、できればフリ
ートーキング等をやって、皆が共通の認識を持って、その意義を噛みしめてやれば取り組み方が変
わってくると思います。漠然と流れの中でやるのではだめです。どうぞよろしくお願いします。

鎌田会員
　急に３分間と言われ、何をしゃべっていいのかわかりません。３分も人前で
しゃべった事もないのですが、縁あってロータリーさんに入らせてもらって、少
ない数ですが参加させてもらって、毎回関心するのは、色んな話題を話してく
ださることです。
　今日は少し早めに来て旗等を出したのですが、どちらに国旗を、どちらにロ
ータリーの旗を置いていいのかもわかりません。ロータリーの道具がここにあ

ることも、鐘がすごく重いという事も初めて知りました。これからもっともっと話題を探してきて、
皆様に情報を提供できるように頑張りますのでよろしくお願いします。

丸田会員
　冒頭に米田会長からお話しがありましたが、ＪＣのセミナーに参加させて頂
き、ありがとうございました。セミナーの内容はBCP（事業継続計画）でした。
　災害があった時に出来るだけ速やかに事業を再開できるようにしなければ
なりません。一番の問題は社員の安否です。２年前の東日本大震災の時は、
当社は社員にＰＨＳを持たせていた関係でほとんど２時間以内に連絡が取れ
ました。地方に住んでいる営業部長一人だけＰＨＳだと通じないという事でド

コモを持っていたのですが、結局翌朝まで連絡が取れませんでした。問題は今後の規制ですが、
環七の通行止め等あり、仕事が継続できなくなる場合が想定できます。ＪＣの方には良いタイミン
グでセミナーをやって頂き、考える時間をもらえ大変感謝しております。
　ゴルフが下手の横好きなのですが、息子がゴルフを始めたいということで、私の一番新しいクラ
ブを全部持って行かれました。ドライバーだけでも新しいのを作ろうと近所の知り合いの店で作
りに行きました。１００回くらい振らされて、一番よかったのは今テレビでコマーシャルしているリ
ョーマのクラブでした。これは良いに違いないと思って、２週間後に出来上がったのを見たらリョ
ーマのではありませんでした。ここまで痴呆症になってきたか、ゴルフどころじゃないなと思いまし
た。ありがとうございました。

星野会員
　畑の話をしたいと思います。ここ４、５日非常に暑く、その前は雨が一週間
くらい降っていました。最初の頃に見に行った時は草がやっとこれくらい出て
いて、雨の一週間の後の曇りの日に行ったら、草がこんなに長く伸びていまし
た。里芋を二列植えたのですが、その一列の草取りに４時間かかりました。も
う一列やらなきゃと翌日、朝５時半から９時まで草取りしました。畑の土は手
袋をやっていても真っ黒です。汗が出るのでタオルで顔を拭くと顔も真っ黒に

なります。二列目の草取りが終ると、一列目の方にまた小さい草が出始めていました。１２０坪くら
いやっているのですが、あまりにも大変なので除草剤を撒きました。キャベツ、トウモロコシ、落花

第２３４２回例会報告議事録
日時　２６年６月１７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７３.０％
塩毛委員長出席報告

　私が会長を勤めさせていただく例会も残すところ今日を含めて２回となりま
した。
　先週、青年会議所の例会があることをアナウンスさせて頂きました。私と依
田会員以外に、太平洋印刷の社長の娘婿さんである木村さんという方も出席
してくださいました。丸田会員の方からお話ししてくださったようで感謝してお
ります。ありがとうございました。野田会員のご子息の野田先輩が理事長をさ
れています。青年会議所は１月から１２月までですので、まだ半分残っていま

す。また何かありましたらアナウンス致しますので、出席して頂ければと思います。
　先週、雨の話をしましたが、その後ずっと晴れ間が続きました。手賀沼マラソンの参加をお話し
しましたが、その後多少運動するようにはなったのですが、あちこち痛くなったりで徐々にやって
います。先週、晴れ間が続いた中、朝早起きをして手賀沼の散歩をしてきました。非常に天気がよ
く、水面がきれいで気持ちの良い朝を過ごしました。あさって４７になりますが、そんな手賀沼を初
めて見ました。翌日も行こうと思ったのですが気が弱く、三日坊主どころか一日になってしまいまし
た。マラソンは１０月ですので、がんばってやって行きたいなと思います。
　晴れ間が続くと、イネ科のカモガヤという花粉で鼻がむずむず痒くて咳も出て意外と辛いで
す。スギ花粉の人が大変な思いをしている時は笑っているのですが、自分が花粉症になると、皆さ
んに心配してもらいたいななんて気持ちもあり、オーバーに苦しがったりしています。
　来週の新旧交代式はここではなく富桝旅館さんになります。６時半点鐘です。
　あと２回ですが、皆さん、よろしくお願い致します。

米田会長会長挨拶

今日は特にございません。
小池委員長親睦委員会報告

木村会員
　服部会員が今やられていらっしゃるＳ.Ａ.Ａ.というものを次年度やらせて頂
くのですが、間際になって焦ってきまして、どういう仕事をすればいいのかと思
い、頂いたロータリーについての本等を読んでみました。非常に重責だという
ことでプレッシャーが大きくなっています。今日のようにあと３０分どうするんだ
ろうという時にどう司会進行すればよいのか、今から考えています。
　１０分区の中で３分間スピーチをしているクラブがあるとのことで、我が社

でも月に一回、社員が全員集まって会議をするのですが、一年前位から３分間スピーチをやってい
ます。やり出したら、みんな色んな事を考えてきたり、勉強してきたり、話す内容を調べてきたりす

一年を振り返って

・例会変更のお知らせ
 柏西ＲＣ ７月４日（金）夜間例会　新旧役員交代式
  場所：クレストホテル柏　点鐘：１８：３０　
 柏ＲＣ ６月２５日（水）　最終例会（新旧交代式）
  場所：クレストホテル柏　点鐘：１６：３０
・銚子ＲＣより、６月６日に永眠された織田吉郎氏を偲ぶ会のお知らせが届いています。
  日時：６月２８日（土） １７：００〜献花　１８：００〜「偲ぶ会」
  会場：銚子プラザホテル２Ｆ　会費：５,０００円

鈴木会員（代理）幹事報告
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生、ピーマン、里芋、ジャガイモ、サツマイモ、トマト、茄子だとかを作っていて、野菜にかからないよ
うに除草剤を撒いたのですが、３日目に行ってみると周りの野菜まで黄色になっていました。隣の
人に、こんなのかけちゃダメだよと怒られながらやっています。特にトウモロコシは、これくらい大
きくなっても下の方にかけたらもうダメです。
　今朝、ジャガイモをおそるおそる７本ほど掘ってみたら、米袋半分くらい採れました。昨年は病気
をしてさぼっていたので、タマネギが１個こんなにでかくなっていました。今年は小さいのばかり採
れました。植える時期を間違えたのか、今年は玉ネギ坊主がずらっと出来てしまいました。あれが
出来ると芯が固くなって食べられません。ネギも１３０本くらい植えたのですが、半年くらいでネギ
坊主が出来てしまいました。ネギの場合はネギ坊主ができても大丈夫です。今日も午前中ちょっと
畑をいじってきました。

高島会員
　先週ロータリーを休みまして、ブータンに行って来ました。非常に神秘的な国
です。自転車が一台も走っていません。バイクは７日間で２台だけ見ました。自
動車は、トヨタ、三菱等日本の車が圧倒的に多く、韓国のヒュンダイも多かった
です。
　道路は車より牛と犬が優先です。犬がいたら止まり、牛がいたら止まり、動
かなければ運転手が降りて牛をどかします。非常にのんびりしています。

　ブータンは中国とインドとチベットに挟まれた峻厳の谷間にあります。谷間の底の２０の部落を
まとめて１５０年位前に出来たのがブータンです。まだまだ遅れています。お土産が何もありませ
んが、仏具は色 あ々ります。仏教と政治の力によって、うまく均衡を取っています。何も無い所は幸
せです。これが近代的、現代的になってくると問題が出てくるのではないかと思います。今５代目の
国王は国民を押さえつけるのではなく、仏教の力を借りて国民の幸せを考えています。
　ブータンに行って、我孫子に帰ってきて感じる事は、果たして急速な経済成長を遂げた日本とい
う国はいいのかなということです。もう少し余裕のある生き方ができないものかなと思いました。あ
りがとうございました。
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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
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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.４３　平成２６年６月２４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「木川商店」千葉県我孫子市緑1丁目10番11号
大正煎餅 木川商店は、その昔、白樺派の文豪達が住んでいた一角にあります。
白樺文学館から歩いて2分の場所です。
揚げ煎餅が一番人気ですが、丁寧に1枚ずつ醤油を塗って炭火で焼いた手焼き煎餅も好評です。昔ながらの木枠の
ガラス戸を開けて入ると、いろいろな種類の手焼き煎餅が並んでいます。思わず立ち寄りたくなるお店です。

木川商店 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
鎌田会員 会員のみな様の前で話せました。 １,０００円　

木村会員 来週の最終例会 休みます。来月からＳ.Ａ.Ａ.重責ですが、
がんばりますので、よろしくお願いします。 １,０００円　

佐藤会員 前回休ませていただきました。 １,０００円　
志賀会員 親睦会の旅行写真をいただきました。ありがとうございます。 １,０００円　
鈴木会員 中国山東省（維坊）に行ってきました。 １,０００円　
高島会員 ブータン旅行報告させていただきました。 １,０００円　
星野会員 ３分間スピーチをさせていただきました。 １,０００円　
松本会員 長女の妊娠 感謝。 １,０００円　
丸田会員 ＪＣセミナーに社員が参加させて頂きました。 １,０００円　
村越会員 親睦旅行残金 １,０００円　

当 日 計 １０,０００円　
今期累計 ５１１,４７２円　
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