
第２３５４回例会報告議事録
日時　２６年９月１６日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ゲスト： なし

　本日は井上先生に卓話をやっていただきますので、しっかりと１２時にまでは終ら
せたいと思います。
　来週９月２５日の情報研究会は我孫子が幹事ロータリーですので、２時半にホテ
ルクレストの方にお集まりください。準備を行います。歴史の重みを感じさせる帯を
かけたいと思います。
　情報研究会でテーブル毎にディスカッションを行いますが、各テーブルで我孫子

のメンバーが書記を担当してください。本日、松本ガバナー補佐と丸田補佐幹事は他のクラブ訪問
に行かれています。
　１０月９日はガバナー公式訪問になります。１０月７日（火）の例会は１０月９日に振替になります。
　柏東クラブとの合同例会の公式訪問で意見を述べる方を申し上げます。
　クラブ奉仕は瀧日会員、クラブ会報は丸田会員、親睦は荒井会員、ロータリー情報は東の石戸会
員、プログラムは東の清宮会員、出席は東の冨澤会員、会員増強・退会防止は東の渡邉会員、職業
奉仕が上村晃一会員、社会奉仕は東の吉田会員、国際奉仕は東の新田会員、青少年は依田会員、
ロータリー財団は東の髙本会員、米山が鈴木会員です。以上の方 は々宜しくお願い致します。
　先日、公式訪問の練習会ができなかったので、ガバナー補佐から宿題をいただきました。
　クラブ管理運営部門については、ＤＬＰ組織の運営についての対応を我孫子クラブとしてどうして
いるか、ＣＬＰについて我孫子クラブではどういう現状で問題点があるか、クラブ研修委員会は組織
されているのか、報告をあげなければなりません。クラブ研修リーダーは米田会員です。
　会員増強についての現状で、新入会員へのオリエンテーションの有無と担当について、社会奉仕
委員会の具体的活動内容、国際奉仕は先日、東の会長がお話しして下さった内容、青少年委員会の
具体的活動内容、クラブの長所や短所等について、ガバナーに報告します。ガバナーさんはこの報
告に基づいて質問されると思います。
　過去の会員増強のバッヂが届いています。鈴木会員と米田会員に後でお渡しします。
　今日は５０周年の委員会がありますので、役員の方はお残りください。星野実行委員長、よろしくお
願い致します。

上村文明会長会長挨拶

　昨年７月に我孫子クラブの誕生にまつわる話しをさせて頂いたのですが、瀧日会員が欠席
で聞いていなかったそうです。また二番煎じでやらせて頂きます。
　我孫子クラブがスタートしたのは昭和４０年でありました。１２月２１日に千葉銀行我孫子支
店の２階で記念すべき第１回例会が行われました。
　「１２月２１日第３火曜日１２時３０分〜１３時３０分、小熊会長の司会で記念すべき第１回例会
を開催した。あたかも一年生が登校するような形でお集まり頂きました」とあります。「さる９月

より設立に至るまでスポンサークラブ柏クラブの皆さん、岡野特別代表の重ね重ねのご厚意、ご労力には熱く御
礼申し上げます」特別代表が亡くなった常南通運の社長の岡野さんでした。認証伝達式は１２月でした。当初、鈴
木屋本店の反対側の古い素敵な茅葺きのおうちに小熊さんという郷土史家がお住まいで、その方を担ぎ出して
ロータリーの準備が始まりました。
　第４次創立打合会が鈴木屋本店にて１１月７日（日）午後６時より行われた記録があります。最終的創立打ち合
わせが１１月１４日（日）夜７時より我孫子町商工会館で行われました。創立メンバーは２４名でした。
　認証伝達式は我孫子中学の講堂で行われました。私の幼稚園の子どもらが賛美歌を合唱して、涙が出る程
嬉しかったというお褒めの言葉をいただいて良い気分になったのを忘れる事はできません。
　第１０周年記念が我孫子高校の体育館で行われました。この時の司会は亡くなった畠山さんでした。山梨薬局
のオーナーでした。１０年を懐古してという講演が小熊さん。閉会の辞を述べたのが我孫子ゴルフの支配人だっ
た折居さん。折居さんは酒に酔うと隠し芸を披露してくださって、みんな腹を抱えて笑いました。特に忘れられな
いのが、我孫子郵便局のすぐ隣にあった洋服屋さんの石井さん。ロータリー気違いで明けても暮れても３６５日ロ
ータリーにのめり込んでいました。説明がくどくて困りましたが、ああいう人がいるとありがたいです。
　３５周年記念式典は鈴木会員がロータリーソングの指導をなさったり、亡くなった酒井さんがクラブ紹介をして
くださったり、台湾やアラモアナから大勢ゲストがみえて大変お金がかかり、後で会費を徴収して文句が聞かれた
りしました。
　ロータリークラブができて大変ありがたかったのは、私の二人のせがれと一人の娘がハワイに子弟交換で２週
間くらい行って、子どもや孫の様にかわいがってもらったことです。お返しにアラモアナの会員の息子が来て、２ヶ
月くらいいて、いつまでいるんだと追い返した事がありました。
　姉妹クラブができて、台湾とハワイに親戚ができたような感じです。いまだにハワイのクラールさんという方の
奥様はご存命で年に何回か手紙をくださります。切れない縁ができてる感じがします。我孫子クラブと台湾の豊
原、アラモアナの関係の中で視野を広め、素晴らしい人間関係を結ぶ事ができたと思います。（次ページへ続く）

井上会員卓話

・本日お配りした週報ですが、ニコニコボックスの金額訂正を致します。
 計１０,０００円となっていますが、１,０００円です。申し訳ございません。
・例会変更のお知らせ
 柏ＲＣ ９月２４日（水）→２５日（木）第１０分区合同例会及び情報研究会に振替
  １０月８日（水）ガバナー公式訪問
  １０月２９日（水）休会

服部幹事幹事報告
２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％

依田委員長出席報告

本日お配りした週報の中でもう１点修正があります。
五節句で１月１日と書いてありますが、１月７日です。

木村 S.A.A. より

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 卓話をさせて頂きますので。 １,０００円　
鎌田会員 誕生祝ありがとうございました。 １,０００円　

依田会員
㈱あびこ保険サービスを１２日にスタートする事ができました。
沢山のお祝、お祝のお言葉をいただきましてありがとうござい
ます。

１,０００円　

当 日 計 ３,０００円　
今期累計 １０８,０００円　

ニコニコＢＯＸ

週報作成者よりお詫び
ニコニコ BOX の金額および木村 S.A.A. の文章に誤りがありました。
クラブホームページに掲載の週報は修正しました。
申し訳ありませんでした。

　９月３０日の柏東クラブとの親睦ゴルフですが、参加人数は現在１１名です。
　もう１名来てくださると３組になりますので、宜しくお願い致します。詳細は後日FAX致します。
　鎌田会員、お誕生日おめでとうございます。

鎌田会員より
　今日はありがとうございます。自分的には若いつもりでしたが、戸籍上、
５５になりました。５５ということで、縁起がいいということで、これから
もイケイケで行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

荒井委員長親睦委員会報告

 柏西ＲＣ ９月１９日（金）夜間例会　第１回インターゴルフの為
  ９月２６日（金）→２５日（木）第１０分区合同例会及び情報研究会に振替
  １０月１０日（金）→１０月７日（火）柏南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問に振替
  １０月１７日（金）移動例会　創立４０周年チャリティーゴルフの為



第２３５４回例会報告議事録
日時　２６年９月１６日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ゲスト： なし

　本日は井上先生に卓話をやっていただきますので、しっかりと１２時にまでは終ら
せたいと思います。
　来週９月２５日の情報研究会は我孫子が幹事ロータリーですので、２時半にホテ
ルクレストの方にお集まりください。準備を行います。歴史の重みを感じさせる帯を
かけたいと思います。
　情報研究会でテーブル毎にディスカッションを行いますが、各テーブルで我孫子

のメンバーが書記を担当してください。本日、松本ガバナー補佐と丸田補佐幹事は他のクラブ訪問
に行かれています。
　１０月９日はガバナー公式訪問になります。１０月７日（火）の例会は１０月９日に振替になります。
　柏東クラブとの合同例会の公式訪問で意見を述べる方を申し上げます。
　クラブ奉仕は瀧日会員、クラブ会報は丸田会員、親睦は荒井会員、ロータリー情報は東の石戸会
員、プログラムは東の清宮会員、出席は東の冨澤会員、会員増強・退会防止は東の渡邉会員、職業
奉仕が上村晃一会員、社会奉仕は東の吉田会員、国際奉仕は東の新田会員、青少年は依田会員、
ロータリー財団は東の髙本会員、米山が鈴木会員です。以上の方 は々宜しくお願い致します。
　先日、公式訪問の練習会ができなかったので、ガバナー補佐から宿題をいただきました。
　クラブ管理運営部門については、ＤＬＰ組織の運営についての対応を我孫子クラブとしてどうして
いるか、ＣＬＰについて我孫子クラブではどういう現状で問題点があるか、クラブ研修委員会は組織
されているのか、報告をあげなければなりません。クラブ研修リーダーは米田会員です。
　会員増強についての現状で、新入会員へのオリエンテーションの有無と担当について、社会奉仕
委員会の具体的活動内容、国際奉仕は先日、東の会長がお話しして下さった内容、青少年委員会の
具体的活動内容、クラブの長所や短所等について、ガバナーに報告します。ガバナーさんはこの報
告に基づいて質問されると思います。
　過去の会員増強のバッヂが届いています。鈴木会員と米田会員に後でお渡しします。
　今日は５０周年の委員会がありますので、役員の方はお残りください。星野実行委員長、よろしくお
願い致します。

上村文明会長会長挨拶

　昨年７月に我孫子クラブの誕生にまつわる話しをさせて頂いたのですが、瀧日会員が欠席
で聞いていなかったそうです。また二番煎じでやらせて頂きます。
　我孫子クラブがスタートしたのは昭和４０年でありました。１２月２１日に千葉銀行我孫子支
店の２階で記念すべき第１回例会が行われました。
　「１２月２１日第３火曜日１２時３０分〜１３時３０分、小熊会長の司会で記念すべき第１回例会
を開催した。あたかも一年生が登校するような形でお集まり頂きました」とあります。「さる９月

より設立に至るまでスポンサークラブ柏クラブの皆さん、岡野特別代表の重ね重ねのご厚意、ご労力には熱く御
礼申し上げます」特別代表が亡くなった常南通運の社長の岡野さんでした。認証伝達式は１２月でした。当初、鈴
木屋本店の反対側の古い素敵な茅葺きのおうちに小熊さんという郷土史家がお住まいで、その方を担ぎ出して
ロータリーの準備が始まりました。
　第４次創立打合会が鈴木屋本店にて１１月７日（日）午後６時より行われた記録があります。最終的創立打ち合
わせが１１月１４日（日）夜７時より我孫子町商工会館で行われました。創立メンバーは２４名でした。
　認証伝達式は我孫子中学の講堂で行われました。私の幼稚園の子どもらが賛美歌を合唱して、涙が出る程
嬉しかったというお褒めの言葉をいただいて良い気分になったのを忘れる事はできません。
　第１０周年記念が我孫子高校の体育館で行われました。この時の司会は亡くなった畠山さんでした。山梨薬局
のオーナーでした。１０年を懐古してという講演が小熊さん。閉会の辞を述べたのが我孫子ゴルフの支配人だっ
た折居さん。折居さんは酒に酔うと隠し芸を披露してくださって、みんな腹を抱えて笑いました。特に忘れられな
いのが、我孫子郵便局のすぐ隣にあった洋服屋さんの石井さん。ロータリー気違いで明けても暮れても３６５日ロ
ータリーにのめり込んでいました。説明がくどくて困りましたが、ああいう人がいるとありがたいです。
　３５周年記念式典は鈴木会員がロータリーソングの指導をなさったり、亡くなった酒井さんがクラブ紹介をして
くださったり、台湾やアラモアナから大勢ゲストがみえて大変お金がかかり、後で会費を徴収して文句が聞かれた
りしました。
　ロータリークラブができて大変ありがたかったのは、私の二人のせがれと一人の娘がハワイに子弟交換で２週
間くらい行って、子どもや孫の様にかわいがってもらったことです。お返しにアラモアナの会員の息子が来て、２ヶ
月くらいいて、いつまでいるんだと追い返した事がありました。
　姉妹クラブができて、台湾とハワイに親戚ができたような感じです。いまだにハワイのクラールさんという方の
奥様はご存命で年に何回か手紙をくださります。切れない縁ができてる感じがします。我孫子クラブと台湾の豊
原、アラモアナの関係の中で視野を広め、素晴らしい人間関係を結ぶ事ができたと思います。（次ページへ続く）

井上会員卓話

・本日お配りした週報ですが、ニコニコボックスの金額訂正を致します。
 計１０,０００円となっていますが、１,０００円です。申し訳ございません。
・例会変更のお知らせ
 柏ＲＣ ９月２４日（水）→２５日（木）第１０分区合同例会及び情報研究会に振替
  １０月８日（水）ガバナー公式訪問
  １０月２９日（水）休会

服部幹事幹事報告
２１名出席（全員で２６名）　出席率８０.８％

依田委員長出席報告

本日お配りした週報の中でもう１点修正があります。
五節句で１月１日と書いてありますが、１月７日です。

木村 S.A.A. より

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 卓話をさせて頂きますので。 １,０００円　
鎌田会員 誕生祝ありがとうございました。 １,０００円　

依田会員
㈱あびこ保険サービスを１２日にスタートする事ができました。
沢山のお祝、お祝のお言葉をいただきましてありがとうござい
ます。

１,０００円　

当 日 計 ３,０００円　
今期累計 １０８,０００円　

ニコニコＢＯＸ

週報作成者よりお詫び
ニコニコ BOX の金額および木村 S.A.A. の文章に誤りがありました。
クラブホームページに掲載の週報は修正しました。
申し訳ありませんでした。

　９月３０日の柏東クラブとの親睦ゴルフですが、参加人数は現在１１名です。
　もう１名来てくださると３組になりますので、宜しくお願い致します。詳細は後日FAX致します。
　鎌田会員、お誕生日おめでとうございます。

鎌田会員より
　今日はありがとうございます。自分的には若いつもりでしたが、戸籍上、
５５になりました。５５ということで、縁起がいいということで、これから
もイケイケで行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

荒井委員長親睦委員会報告

 柏西ＲＣ ９月１９日（金）夜間例会　第１回インターゴルフの為
  ９月２６日（金）→２５日（木）第１０分区合同例会及び情報研究会に振替
  １０月１０日（金）→１０月７日（火）柏南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問に振替
  １０月１７日（金）移動例会　創立４０周年チャリティーゴルフの為
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http://www.abiko-rc.jp

創立　昭40. 12 . 12　／　Ｒ.Ｉ加盟 承認　 昭41. 1.  8第2790地区

我孫子ロータリークラブ

2014－2015年度
際ロータリーのテーマ

ロータリーに輝きを

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。

　布佐駅から徒歩10分程度の公立中学校です。我孫子市内のベッドタウン化に伴い生徒数が急増し、1
学年6、7クラスに増えた時期もありましたが、少子化の影響を受け、現在は1学年2 、3クラスです。地域
の中で地域と共に成長する布佐中生として、多くの生徒がボランティア活動に参加しています。

今週の表紙「布佐中学校」千葉県我孫子市布佐1301番地

布佐中学校 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　井上先生の次に古い会員です。我孫子クラブができてから６年目で入会させていただいて
未だに残っていますが、私が副会長の時に２５周年がありました。その時は１千４、５百万かかり
ました。最初は１千万の積み立て金があって、その中で納めようと話していたのですが、どうし
ても、それぞれの担当が勝手にスタートして収支がつかなくなりました。次の年に会長をしたの
ですが、５年間くらいは借金回収のために行事をほとんどやらずにいたという苦い経験がありま
す。５０周年はそういうことにならないように、今回、皆さんと相談をさせていただく一人になって

います。
　スリランカの援助についてですが、ＷＦ（国際基金）という所からの５０万等が実際どういう形で使われているの
かを見にスリランカに初めて連れて行っていただきました。向こうの飛行場に着いて、飛行場長とソーマワンサさん
達に迎えに来て頂きました。ＶＩＰ扱いで、パスポートも何も出さずに入国できたのは、その時だけです。バスで幼稚
園に行ったのですが、手前に両サイドに幼稚園児と父兄が待っていてくれました。
　今は、幼稚園だけでなく、小学校、中学校、職業高校も出来ています。驚いたことに、２メートル近いトカゲが敷地
内に出てくるそうです。
　広い敷地内に体育館を作っている最中でしたが、日本の建築法では通らない建築方法でした。
　井上先生の支援された学校は超エリート校になっているそうです。行って初めて先生の偉大さがわかりました。
　こういう先輩の素晴らしい活動はロータリーが変わる大きなきっかけになったのではないかと思い、お話させて
頂きました。ＷＣＳの活動も段々変わってきたようです。ありがとうございました。

上村晃一会員より
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　クラブができた時は皆燃えていました。自分のクラブで１００％出席は当たり前でした。旅行に行ったら、その土
地のロータリークラブでメーキャップしろと口うるさかったです。あまりうるさいものですから、幼稚園協会でヨーロ
ッパに行った時に一行から離れてローマクラブとドイツのニュールンベルグクラブに行きました。
　ローマクラブは大クラブで何百人いたかわかりません。８時からスタートというので、８時に行きましたが誰もお
らず９時くらいに集まり、始まりました。イタリア語ですからさっぱりわかりませんでした。ワインが抜かれて、隣にア
メリカから来たロータリアンがいて１本おごってくれたので、私もおごりました。１１時半すぎには完全に酔っぱらい
ました。
　ニュールンベルグのクラブに行ったら夏休みで人数は少なかったのですが、なんで日本の電機メーカーがこん
なにヨーロッパで売れるのか説明してくれと言われ、しどろもどろで説明しました。戦後の日本人がいかに努力し
たかを一杯振りまいて、煙にまいて帰ってきました。
　ロータリーに入ったお蔭でいろんな新しい人脈ができたり、素晴らしい人に出会ったり大変ありがたいと思って
います。

鈴木会員より
　ソーマワンサさんとの関係を教えてください。

井上会員より
　　ソーマワンサはスリランカの坊さんですが、３０年前位にいきなり訪ねてきました。彼は当時２４、５才でした。日
本語がばかに上手いんです。私が１週間に１回時間講師をしていた小平の白梅女子短期大学に男のくせに一人
入って来ました。断っても断って帰らないでねばるので、仕方なく特別に入れてあげたそうです。彼が日本の幼稚
園を見たいというので連れて行くと、私もこういう幼稚園をスリランカに作りたいと言いました。殺し文句です。こっ
ちはころっといっちゃって、手伝おうじゃねえかと、それからしゃかりきになって金集めをやって、１年間に２千万集め
ました。幼稚園は全国で研究会が盛んなので、それをつてにして集めまくりました。私の家内なんか礼状を書くの
に腱鞘炎になりました。２千人、３千人が協力してくれました。そのお蔭で素晴らしい幼稚園ができました。タミール
人とシンハラ人の内戦で戦争孤児がいっぱいいて、そういう子らを集めた寄宿舎があり、その援助もしました。


