第２４０５回例会報告議事録
日時 ２７年１０月２７日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「手に手つないで」
ビジター : 地区フェローシップ委員会
委員長 増谷信一様
ゲスト：なし S.A.A.：高島会員

会長挨拶

瀧日会長
２５日に手賀沼エコマラソンが行なわれました。第一回目の木枯らしが吹きまし
たが、一点の雲もなく天気が素晴らしく良かったです。ケーズデンキの前で応援し
ていたのですが、米田会員は来ましたが、依田会員は来ませんでした。私の息子
も走り、一応完走しました。参加は８千人でした。
トップグループで走っている人達
は、細身で無駄な肉がなく均整がとれていて本当にホレボレするような体でした。
その後しばらく経ってから来る一団は体といい、走りといい全然違いました。
１０月２１日の水曜日の朝日新聞に我孫子の八景について記事が出ました。我孫子の景観を育
てる会が我孫子市民の公募を元にして我孫子いろいろ八景というのを選びました。坂道だとか、
成田線車窓、桜等、
テーマを８つ掲げ、
テーマごとに八景を選び、全部で６４景選んだそうです。そ
れぞれの場所を会の皆さんが実際に歩いて散歩コースを設定し、
ガイドマップを我孫子市から委
託を受けて作成しています。
１１月２２日
（日）
に布佐・新木の三大緑地コースを歩き、
１２月６日
（日）
には湖北台のまちなみと田園コースを歩くそうです。
うちの家内もメンバーになっています。
この会
は春には我孫子カントリーで観桜会を行なったり、秋には手賀沼を一望できる日立経営研修所で
紅葉狩りを行っています。我々の社会奉仕のひとつの参考としてお考えいただければと思います。

親睦委員会報告

木村委員長
今日はフェローシップ委員会の増谷委員長が来られていますので、参考になる
お話を聞かせていただいて、我孫子ＲＣで協力できることがあれば協力させてい
ただきたいと思います。

出席報告

１４名出席（全員で２４名） 出席率５８. ３％
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お名前

地区フェローシップ委員長
増谷信一様
瀧日会長
丸田幹事
上村晃一会員
木村会員
小池会員
澁谷会員
鈴木会員
服部会員
村越会員

メッセージ

地区フェローシップ委員会事業のＰＲ有りがとうございます。
夜間例会の写真を頂きました。
前回お休み頂きました。
手術の為 長期欠席致しました。
卓話をさせていただきました。
夜間例会の写真ありがとうございます。
丸田さん 写真を頂きましてありがとうございました。
写真有りがとう。
写真をいただきました。
移動例会の写真ありがとうございました。
初孫が産れました。
当 日 計
今期累計

渡邊委員長

金

額

２,０００円
１,０００円
１,０００円
２０,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１０,０００円
３９,０００円
１２７,０００円

幹事報告

丸田幹事
先週は急遽お休みをいただいてご迷惑をお掛け致して申し訳ございませんで
した。始めてでびっくりしたのですが、女房が朝急に具合が悪くなり救急車で運
び、急遽お休みをいただきました。
幹事報告は特にございませんが、各企業様のホームページに我孫子ＲＣのホ
ームページからリンクをはらせていただいております。ホームページをお持ちの会
社の方はどうぞよろしくお願いいたします。

地区フェローシップについて

地区フェローシップ委員長 増谷信一様
貴重なお時間をお借りしまして地区のフェローシップのＰＲをさせていただきた
いと思います。今日は柏西ＲＣではなく、国際ロータリーのフェローシップ委員長と
して参りました。
１０月１日付けで２つの事業のご案内を出させていただきました。
１つ目はフェローシップ交流会というもので、
１１月１３日
（金）千葉市男女共同
参画センターに於きまして１部は基調講演、
２部は趣味の会の交流会という形で
企画させていただいております。
１部はエド山口というモト冬樹のお兄さんの基調講演です。彼は
釣り、車、音楽等、多彩な趣味を持っています。
２部では、音楽、俳句、刀剣、野球、写真、釣り、
ウォ
ーキング、二輪車、四輪車の９つの趣味のある方の交流会で、意見交換、情報交換をしていただき
ます。基調講演だけでも聞きに来ていただければと思います。参加費は何人参加されても１クラブ
３千円です。
１０月末までの登録になっておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
地区フェローシップ委員会は、
クラブ、分区を越えて地区内８４クラブの仲間同士の交流のきっ
かけを作り、会員増強、退会防止につなげていきたいと思っています。地区内には野球、
ゴルフのク
ラブが誕生しています。
１１月２８日
（土）
に地井武男の地井散歩で有名な匝瑳市（八日市場）
を舞台に自然の中を散策
する里山歩きというのを企画させていただいています。匝瑳市には日本最古のお寺、飯高寺（はん
こうじ）
があり、紅葉を見ながら散策をしたいと思っています。水戸光圀（黄門）
が江戸城から水戸
へ帰る際に植樹をしました「黄門桜」等々名跡旧跡と自然が沢山ございます。
こちらも１０月末まで
の登録になっておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。参加費は無料ですが、保険に入り
ますので人数把握の為に登録をお願いしたいと思います。
先月２３日にフェローシップの第１弾として二輪車の集いを行ない約２０人が集まりました。地区内
３番目のクラブになります。皆さんオートバイ好きな方で３０台持っていらっしゃる方も中にはいまし
た。
２番目は１６台、
３番目は６台、私は４番目で４台でした。オートバイに載る為に仕事をしているよ
うな方達でした。やめたいという気持ちでいた方も二輪車の会があるならと退会されなかった方、
退会されたけれども二輪車の会に入る為に、違うクラブにですがロータリーに戻ってくる方もいらっ
しゃいます。南ロータリーの猫田会長も参加してくださいました。途中ナンバープレートを落としてし
まわれたそうなのですが、
メンバーの中には自動車修理屋さんもいらっしゃいます。なんと葬儀屋さ
んが２人、
お坊さんが１人いらっしゃいますので、万が一のことはあっては困るのですが、万が一の
時には僕たちがやってあげるよという話がありました。猫田会長は保険屋さんで、あとはお医者さ
んと弁護士がいればパーフェクトかなというような任意の会です。
来年の地区大会では趣味の会のブースをいくつか設ける予定です。趣味がなくてもヒゲを伸ば
していらっしゃる方が地区内に７、
８０名いるので、
ヒゲの会を作ってくれという声もあります。
貴重なお時間をありがとうございました。

卓話

木村会員
前回は、
ロータリーに入会してすぐに第１回目の卓話をさせていただいたので
すが、
その時は自分の仕事についてお話させていただきました。今回は私の出身
地である兵庫県についてお話ししたいと思います。つたない話ですが聞いていた
だければと思います。
兵庫県は近畿地方の大阪、京都と鳥取、岡山の間にあります。形は台形です。
６７０年前後、天智天皇の時代に神戸の兵庫区という所に兵の武器を置く倉庫を
置いたことが兵庫県という名前の由来です。
兵庫県でピンとくるものはありますか。六甲、姫路城、子午線、宝塚、豊臣秀吉がよく湯治に訪れ
たという有馬温泉等があります。兵庫県は北は日本海、南は瀬戸内海に面していて、
２つの違う海
に面している県は本州の端以外では兵庫県だけです。
人口は国内で６位の千葉に次いで、
７位で５５４万人で、
６割くらいが阪神地区（次ページへ続く）

に住んでいます。面積は国内１２位で８４００平方メートルです。
東経１３５度が明石市に通っています。
日本の標準時が東経１３５度になっています。
兵庫県の中には神戸市、姫路市、明石市、
甲子園のある西宮市、赤穂浪士の赤穂市、宝塚市等
があります。
名所旧跡としては先ほど挙げていただいた、姫路城、
甲子園球場、北の方に城崎温泉、
あとは最
近とみに有名になってきた天空の城、竹田城という場所が真ん中よりちょっと北側にあります。竹田
城は私が小学校、中学校の頃は全然観光地ではありませんでしたが、近年有名になりました。淡路
島には世界最長の吊り橋である明石海峡大橋があります。私が生まれ育ったのは、
この橋のふもと
だったのですが、
この橋が出来たことで何もなかった町が一変しました。
１９９８年に開通しましたが、
この３年前に阪神大震災がありました。震源地が橋の近くだったのですが、工事中だった橋はびくと
もしませんでした。ただ、地震の影響で地盤が１メートルずれて、全長３９９１メートルに伸びました。
兵庫県は溜め池の数が日本一で、
４３,０００くらいあります。なぜかというと大きな河川がなく、温
暖な気候のため雨があまり降らないからです。
また、古墳の数も日本一で、
１８,３５１箇所あります。
大きい古墳が多いです。ちなみに２番目に古墳が多いのは千葉県ですが、大きな古墳が少ないそ
うです。明石海峡のふもとの町にある前方後円墳は今では柵が作られ、
きれいに石もきちんと積ま
れていますが、私が小学校の頃はただの山でお堀のような池がいくつかあり、
そこで釣りをしたり、
山に登ってちょっと掘ると埴輪が出てきました。
大学進学率は第１位はダントツで東京で、兵庫は第５位です。神戸市には有名な灘中、灘校があ
り、比較的教育熱は高い県だと思います。
おもしろいところで中華料理の外食率が日本一で、中華料理が好きな県民です。パンの消費量
が第１位が京都、第２位が兵庫で、関西はパンの消費が多いです。
また時間のある時にお話をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

近況報告

上村晃一会員
久しぶりです。
この例会場には初めて来ました。
４ヶ月振りの出席です。
長年、持病の不整脈があったのですが、医者の診断の元に手術をしました。検
査が７月初めから２、
３ヶ月かかり、
９月２日に手術をしました。弁を２つ交換し、ペー
スメーカーも入り、現在身体障害者の扱いになっています。来月も例会に出席で
きない日が多くなるので、迷惑をかけちゃ悪いから退会しようかと思って来たので
すが、会員が少ないので我慢しています。
術後の体力が厳しいです。手術で心臓を止めて、心臓を半分に割って一度死んだ人間でござい
ますので、
これから少し体力をつけながら何とかやっていこうと思っています。
手術をやればあと２０年は大丈夫だなんて言われてやったのですが、家に帰って家内に話したら
「まだそんなに生きるの？」なんて言われちゃって、がっかりしました。考えてみたら１００近くなるの
で、友達もいなくなるので考えものだなというのが現在の心境です。気分的には、不整脈がなくな
って楽にはなりました。
ロータリーの活動に参加させていただこうか、
もう少し考えようと思っています。最初は簡単な手
術だと思って手術をしたのですが、
これだけ長くなって体力の回復に時間がかかると思っていませ
んでした。無断欠席のようになり、すみませんでした。瀧日会長と丸田幹事にわざわざ自宅まで来
ていただいてありがとうございました。

閉会の挨拶
瀧日会長
上村晃一会員、外見は大変お元気そうですので、ぜひ例会にも可能な限り出席していただきた
いと思います。
今週の表紙「手賀囃子」柏市手賀712番地（興福院）〜（兵主八幡神社）

手賀地区の夏 祭りは「あんばさま」と呼ばれ、興 福院から、すぐそばの兵主 八幡 神 社まで神輿と山車が巡
行します。復 路に地区の各所や山車の上で 無 病息災と豊 作を祈願して演じられるのが、柏 市 指 定 無 形民
俗文化財である手賀ばやしです。囃子には「おはやし」「ニンバ」「ショウゼン」「カマクラ」「シチョウメン」
の５つがあり、シシやキツネ、ひょっとこやおかめ達が踊ります。

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
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。

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。

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。

