
第２３５２回例会報告議事録
日時　２６年９月２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」
ビジター： 柏西RC会長 日暮 様
 柏西RC40周年式典実行副委員長
  鈴木 様

　今日は天候も晴れまして、たくさんの会員の皆さんのご参加ありがとうございます。
　私は８月末に同業の税理士３人で尾瀬に行って来ました。百名山の二つである至仏山と燧ヶ岳

（ひうちがたけ）を踏破して参りました。上り下りはきつかったですが、降りて来てからのお酒がう
まいこと、天下一品でした。皆さんも健康を考えながら歩かれるといいのかなと思います。
　先週の例会後に５０周年の実行委員会がありました。星野実行委員長は欠席でしたが、審議
は進みました。理事会でご承諾をいただきながら今後も進めて行きたいと思います。１６年の４月

で準備期間がたくさんありますので、ご意見をたくさん聞きながら用意周到に進めて行きたいと思います。瀧日会長
の時の行事になります。
　９月は新世代の月間です。その後米山財団の月間もあります。議論をしながら金銭の方の参加をお願いできれば
と思っております。
　今日は柏西ＲＣの会長と周年記念事業の実行委副委員長がいらしています。記念事業でゴルフがあるそうです。
たくさんの会員の方に是非参加していただければと思います。

上村文明会長会長挨拶

　上村会長さんをはじめ我孫子ロータリークラブの皆様には大変お世話になっております。また
今年度はガバナー補佐の松本様、ガバナー補佐幹事の丸田様にも大変お世話になっておりま
す。ありがとうございます。
　今日はお願いがあってお邪魔しております。柏西ＲＣは創立しまして今年でちょうど４０周年を
迎えました。記念事業としてチャリティーゴルフを１０月１７日（金）にザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎にて
開催することになりました。只今参加者の募集をしております。予定では４０組、１６０名の規模で

やりたいと思っております。我孫子クラブの皆様にも大勢参加していただけたらありがたいなと思っております。分区
の他のクラブとの親睦をはかる意味でも良い機会になるのではないかと思います。
　４０周年記念式典、祝賀会については創立記念日１１月７日にクレストホテルで開催する予定です。改めましてご案
内状お送り致しますので、よろしくお願い致します。

柏西RC会長　日暮様ご挨拶

　今回の４０周年の記念チャリティーゴルフはロータリーの最重要課題でありますポリオ撲滅へ
の資金を集める為のものです。国際ロータリーでは２０１８年までに撲滅するとはっきりと打ち出
しました。あと５億ドルくらい足りない状況だそうですが、このたび資金がある程度目処がついた
ということですので、少しでも多くのポリオへの寄付をしたいと思っております。どうぞよろしくお
願いします。
貴重な時間をいただき、ありがとうございました。

柏西40周年式典実行副委員長　鈴木様ご挨拶

９月から塾では後期になります。季節も非常によくなり、秋は空気が澄み空がよく見えます。
来週の９月８日は十五夜です。お天気がよければ中秋の名月が見られればと思います。

木村 S.A.A. より

　我孫子の歌舞伎鑑賞会の日は自分の会があり参加できず、発言する資格はないのです
が、つたない話しでよければお話しさせていただきます。
　私の歌舞伎に対するスタンスは非常に単純で見てて楽しければいいというものです。内
容なんかすぐ忘れ、耳も多少遠くなっているので俳優のしゃべっている事がちゃんと聞こえ
ない時もあります。が、目に入ってくる舞台は普通の世の中では見られない光景です。しいて
言えば、「都をどり」等では見られますが、歌舞伎世界の舞台ほど充実した舞台は世界の中

でも他にないと思います。どの俳優がいいとか悪いとかという事より、２時間半なり３時間半なりの時間、その華
やかさにひたってくるのがよいと思います。
　今日も夕方、歌舞伎座に行って来ます。「大向こう」という、歌舞伎俳優に「なりたや！」等の掛け声をかけるグ
ループが日本全国から来ているのですが、今日はその関係で２名招待されました。月に最低１回、年間２０回以
上は歌舞伎を見に行っています。好きと言うより、仲間に行こう行こうと誘われて行っています。
　１０月の大歌舞伎の中村家はもともと座主で、今でも浅草で平成中村座をやっています。お父さんの勘三郎
さんが生きていた３年前頃は予約が取れない位の人気があり、私は結局行けませんでした。今は２０代の息子
が中心になってやっていますが行きたいとは思いません。　　　　　　　　　　　　　　（次ページへ続く）

高島会員歌舞伎について

　来年２月１１日（水）祝日の宝塚公演には２２名参加予定です。申込みは５日後くらいになりま
す。詳細は後ほどお知らせ致します。
　１０月２１日（火）の大歌舞伎の方は現在１０名参加予定です。今週末まで申込みを受け付けて
いますので是非ご検討ください。高島会員がとても歌舞伎にお詳しいので後ほど宣伝をしてい
ただくことになっています。
　昭和１３年９月１２日生まれの佐藤会員、昭和２３年９月１５日生まれの松本会員、お誕生日おめ
でとうございます。
　ハッピーバースデーの合唱ですが、複数の場合、「ディア　ロータリアン」で決めたいと思います。

佐藤会員より
　今月で７６歳になります。昭和初期、激動の始まりの時代に生まれました。満州事
変、５１５、２２６事件等、軍人絡みの事件があり、世の中が非常にきな臭いなってきた
時期に生まれました。案の定、３年後には太平洋戦争に突入してしまいました。
　私の生まれた年に誰か有名な方がいるかなと言うと、細川元総理大臣、島倉千
代子さん、一期上に美空ひばりさん、我孫子ロータリークラブでは上村晃一会員が
いらっしゃいます。

　「海行かば」という万葉集の大伴家持の歌った長歌に曲をつけた歌が大変荘厳で、当時の政府が君が代に継ぐ
第２の国歌に指定したそうですが、太平洋戦争が終ったとたんにピタッと歌わなくなったそうです。そういう時に私は
生まれたんだなと今考えております。お祝い頂きましてありがとうございました。

松本会員より
　佐藤先生とちょうど１０歳違いで６６歳になります。思い返しますと、私は東京で生
まれましたが、すぐ福島のいわきの方に行きました。近くに夏井川という川が流れて
おり、夏は泳いだり、山をかけずり回ったりして、本当に田舎の真っ黒けになった子ど
もでした。
　今でも覚えているのは、夏井川がよく氾濫したことです。２年おきくらいに氾濫し、
祖父が歯科医をやっていたのですが、背中におんぶされて逃げたのを覚えていま

荒井委員長親睦委員会報告

２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％
依田委員長出席報告

・松戸北ＲＣより活動計画書受理。
服部幹事幹事報告

す。今は夏井川のまわりに堤防ができており景色も変わりました。祖父の診療所があった所は土石流の恐れがある
ために土地の半分は使えなくなっています。今はいわきの方も安全面をずいぶん考えているのだな、と６０何年の流
れを感じます。これから先も頑張って参りますので今後ともよろしくお願い致します。

菅谷会員へ 4 つのテストとバッヂを贈呈
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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。

高度成長期の1970年（昭和45年）に管理が開始された公団住宅です。都心から離れているので余裕の
あるレイアウトです。緑いっぱいで日当たりも良く、子どもをのびのびと健やかに育てたいと考えている方
にぴったりの住まいです。すぐ隣にスポーツや憩いの場として多くの市民に親しまれている湖北台中央公
園があり、近隣には交番や消防署の分署、医療施設も揃っています。

今週の表紙「湖北台団地」千葉県我孫子市湖北台７番地

湖北台団地 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
柏西RC
日暮会長

お世話になります。チャリティーゴルフ大会への御協力をお願い
致します。 １０,０００円　

上村文明会長 百名山２峰登頂できました。至仏・燧ヶ岳。 １,０００円　
佐藤会員 誕生祝ありがとうございます。 １,０００円　

高島会員 １０月２１日、親睦委員会主催の歌舞伎の話しをさせていただ
きました。 １,０００円　

松本会員 お祝い御礼。 １,０００円　
依田会員 ９月１２日（株）あびこ保険サービスとしてオープン予定です。宜しくお願いします。 １,０００円　

当 日 計 １５,０００円　
今期累計 １０４,０００円　

ニコニコＢＯＸ

１. 我孫子市産業祭りへの寄付は例年通りとする事を承認した。
２. クラブ定款、細則について
　２０１３年度手続要覧に沿って、定款を変更してある。
　細則も標準クラブ細則に習い、今年度クラブ活動計画書を変更した。
　本来、理事会にて審議の上、決定する事ですが対応の遅れで事後報告と成った事はお詫び申し上げます。
　しかしながら事情をご理解頂き承認をお願いし、理事会にて説明、了解を頂いた。
　〈反省点〉
　１２月の次年度総会までに次年度の役員を決定し、新年度に向けて動き出す事がポイントです。
　その中で次年度の方針で委員会、細則の見直しをしていくべきと思います。
３. ５０周年式典委員会報告
　９月１６日に式典委員会を実施する。　　　　　

第２回理事会報告

　週報の表紙を毎週楽しみに見ているのですが、今日の週報の表紙の日秀観音には機会があれば家内とお参りに
行っています。右側の掲示板のような所に非常に為になる、ありがたい一言二言の言葉が書いてあり、行く度に携
帯のカメラで撮って来ます。日秀観音に行く人は絶対に成田山新勝寺には行かないという話しをそれとなく聞いて
います。次回、日秀の方、ぜひその辺の詳しい事を説明していただければと思います。よろしくお願いします。

木村 S.A.A. より

　１０月大歌舞伎は十七代二十七回忌、十八代の三回忌ということで追善興行という形で歌舞伎座でやりま
す。中村勘三郎さんは歌舞伎座ではあまりやりません。なぜなら歌舞伎座から見ると中村座の座主は松竹にな
るからです。
　先月に歌舞伎座に行ったのは、団十郎さんのやはり追善で市川海老蔵の舞台を見に行って来ました。
　しきたりが今でも残っている世界ですが、とにかく楽しく舞台が見られればいいのかなと思っています。浮き世
の事を忘れて約３時間、楽しんでこようと思っています。歌舞伎とはそういう見方でいいのではないかと思いま
すが、いかがでしょうか。


