
木村Ｓ.Ａ.Ａ.より
　うちはトイレに卓上カレンダーが置いてあるのですが、１０月１５日の所に「喜之」
と書いてあるのを娘が見つけ、家族の誰の字でもないので、小池会員がうちに来
られた時に書いて行かれたようです。最近、誕生日を忘れられると言うお話しでし
たが、我が家では全員１０月１５日は小池会員の誕生日ということで覚えています。
小池会員のお茶目な一面をご紹介させていただきました。

第２３６０回例会報告議事録
日時　２６年１０月２８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

　木枯らし１号が吹き、これから冬になって行くのかなと感じました。
　１０月１４日の理事会の報告です。
　公式訪問の時にＤＬＰ、ＣＬＰについてお話しがあり、理事会でも我孫子クラブでの
ＤＬＰ、ＣＬＰについてお話しがありました。１０分区の他の４クラブはＣＬＰで動いてい
るが、我孫子はまだＣＬＰで動いていない、会員が増えないのはそのせいではという
主旨の話しがあり、理事の方 よ々り、それは違うのではという議論がありました。クラ

ブとして我孫子の独自性をふまえて、組織形態を考えていきたいというご発言がありました。
　親睦行事として１２月１８日の椿山荘のオペラのディナーショーについて話されました。
　丸田会員の太平洋印刷さんがとうかつマーチング委員会として我孫子等の風景イラストで事業を
展開されていますが、我孫子クラブのロータリーデー等でうまく活用できないか今後協議をしていくと
いうことになりました。
　私は我孫子のふるさと産品の委員長を仰せつかっており、我孫子商工会で今朝１０時から先ほどま
で会議をしていました。県外の方にも我孫子の産品を知ってもらおうと、紹介できる商品を決めようと
いう委員会です。我孫子ゴルフ倶楽部で１７年に女子オープンが行われるそうです。また、来年４月よ
り常磐線が東京駅まで直通運転されるそうなので、そういうことに合わせて我孫子をアピールできる
ようなものはないか、どうＰＲしていくか、商業観光課、農政課の方達も一緒に色々話し合いを行い、楽
しく２時間過ごしてきました。
　１１月２５日につくばの５０周年の移動例会が予定されています。
　先週の歌舞伎観劇は感銘を受けて帰ってきました。野田会員の奥様も参加されていて、野田会員
は今、最終段階の詰めに入られているそうです。いずれ復帰していただけることと思います。
　今日は卓話はありませんが、手賀沼マラソンに参加された方の苦労話や、歌舞伎の感想等で楽しく
過ごせればと思います。

上村文明会長会長挨拶

　先週１８日に東天紅で地区の職業奉仕委員長の会議があり、ガバナー補佐と服
部幹事と行って参りました。
　職業奉仕委員会とは何をするのか、実際にどう展開しているか、あなたにとって職
業奉仕は必要だと思うか、という議題で各テーブルで話しました。
　経営学ができたばかりの時代にロータリーは生まれ、現在で言う経営学に倫理や
道徳を含んだものが職業奉仕だと思うというようなことを私は話しました。職業奉仕

という言葉が曖昧模糊だというのは世界共通なようです。
　地域の町おこしについてですが、我孫子はスポーツと文化ということで、スポーツ振興応援団とい
うものを組織しています。会長を現在星野会員がされています。箱根駅伝が今年もありますので、ぜひ
ご参加いただき、町おこしにご協力いただければと思います。
　米田会員と依田会員も参加されたようですが、私のせがれも毎年、手賀沼マラソンに参加していま
す。１時間半を切ったそうです。ちょっと自慢話になりましたが、委員会報告を終らせて頂きます。

上村晃一委員長職業奉仕委員会報告

　９回目になりますが、１１月８日（土）に私共の幼稚園で世界食料デーのためのチャ
リティーコンサートが開かれます。国際飢餓対策機構へのささやかな援助です。
　私共の所で１８年間主任を勤めていた女性が、４年前にウガンダやカンボジアに
私共の幼稚園がサポートしている里子の所を訪ね、自分のライフワークはここだとい
うことで、現在、雲南省のチベットの方で生活に困窮している子ども達に勉強を教え
たり、イエス様を伝えたりしています。

　私共の中に蒔かれた種が色んな所で実っています。
　１年前に聞いてえらく感動した歌手の方のコンサートです。彼女の歌は心に響きます。韓国ソウル
大の声楽科卒のチャン・ミギョンさんという方です。ぜひご協力いただければと思います。
　来月早 に々米山の寄付をお願いすることになると思います。どうぞよろしくお願い致します。

鈴木会員チャリティーコンサートについて

１８名出席（全員で２６名）　出席率６９.２％
依田委員長出席報告

　先週、歌舞伎観劇に参加された皆さま、ありがとうございました。
　来月２５日はつくばサイエンスツアーということで移動例会になります。事務局よ
り出欠の連絡票を送らせていただきます。１１時頃こちらを出て、食事をした後、
ＪＡＸＡ（ジャクサ）を見学する予定です。奮ってご参加ください。
　１０月１５日生まれの小池会員、お誕生日おめでとうございます。

小池会員より
　お誕生日プレゼントをいただきありがとうございます。私は生まれてから
結婚するまで誕生日をお祝してもらったことはほとんどありませんでした。
うちの家庭は酪農業を営んでおり、３６５日、朝４時頃に起きて７時半頃ま
でと、夕方４時頃から８時、９時頃まで乳搾りをする生活の中で育ってきた
ので、誕生日だ旅行だというのは一切なかったです。２２で結婚して女房

にお祝いしてもらうようになり、今月５３歳になったので、お祝してもらうようになって３１年になりまし
た。最近はロータリーでもお祝をしてもらい、先日、会社でも社員からプレゼントをもらい、本当にあり
がたいなと思っています。ただ、最近は忘れられています。公式訪問の翌日から家族で婿さんの故
郷の北海道に行きました。最後の１０月１５日の日に、娘も孫も何も言わなかったのですが、あちらの
お父さんが「お誕生日おめでとうございます」と言ってくださり、お祝していただきました。
　同じ日の酒井会員がお亡くなりになって、ちょっと淋しくなりましたが、若い人達が入ってくれて最
近は嬉しいです。

村越会員代理親睦委員会報告

　来月の１１日（火）に中央学院大のゴルフ部の河内さんという監督が来て卓話をしてくださいます。
今年、女子が優勝しました。できるだけ多くの方に出席していただきたいと思います。

鈴木会員小池会員より
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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。

1963年の創業以来、様々な銘酒、厳選ワイン、オリジナル本格芋焼酎まで幅広い種類の銘酒と健康食品
等を取り扱っている酒屋さんです。1983年には優良経営食料品小売店全国コンクールにおいて農林水産
大臣賞を受賞しました。品揃え、品質管理、接客すべてにおいて定評のあるお店です。会員制の地酒愛好
会である「かすが会」は2008年に創立30周年を迎えました。

今週の表紙「春日や」千葉県我孫子市我孫子4丁目38番20号

春日や とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

Vol.５０　No.16　平成２6年11月4日号

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 今日、幼稚園の遠足が無事終りましたので。 １,０００円　

上村晃一会員
アビコスポーツ振興応援団で応援した、中央学院大学が
来春も箱根に出場できます。息子が手賀沼マラソンで
ハーフで１時間３０分を切りました。

２,０００円　

小池会員 誕生祝を頂きました。ありがとうございました。 ２,０００円　
佐藤会員 前回欠席しました。 １,０００円　
鈴木会員 チャリティーコンサートよろしく！！ １,０００円　
瀧日会員 柏西ＲＣチャリティゴルフで賞品をいただきました。 １,０００円　
服部幹事 西クラブチャリティゴルフで賞品いただきました。 １,０００円　
丸田会員 柏西コンペ賞品頂きました。 １,０００円　
依田会員 手賀沼エコマラソン完走しました。 １,０００円　
米田会員 手賀沼エコマラソン完走できました。 １,０００円　

当 日 計 12,０００円　
今期累計 １35,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・ジャパン バード フェスティバルのチラシ受理。
・柏ＲＣより会報受理。
・ＪＡＸＡへの移動例会は２０名限定になります。
・１１月７日（金）に柏クレストホテルにて柏西クラブの５０周年記念パーティーが
 行われます。
　会長幹事、プラス３名が参加していただければと思います。
・国際ロータリーのゲイリー会長ご夫妻が東京に来られます。
　　登録料：１万７千円
　　場所：お台場のホテル グランパシフィック
・柏西クラブのチャリティコンペで賞品をお預かりしました。
 １５０名中、鈴木会員が１９位、今井会員が３５位、瀧日会員が６９位、
 塩毛会員が８８位、丸田会員が９５位でした。

服部幹事幹事報告

瀧日会員へ賞品を贈呈


