第２４４１回例会報告議事録
国歌斉唱
日時 ２８年８月２日（火曜日）
ロータリーソング「奉仕の理想」
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
S.A.A.：渡邊会員
時間 １２：１５点鐘
ビジター : 東京芝RC 池田朝彦様
ゲ ス ト：我孫子青年会議所
高木宏樹様
理 事 長 神谷智洋様 新妻雄介様
専務理事 倉持洋平様 山崎朋史様
副理事長 松田成史様 藤本しん様
米山奨学生 グエン・ダン・ズイさん

会長挨拶

鈴木会長
後ほど、東京芝ＲＣの池田朝彦会員のお話と、
ＪＣ
（青年会議所）
の皆さんにも自
己紹介をしていただきたいと思います。
あまり読書はしないのですが、毎日、朝日新聞の天声人語と折々の言葉だけは目
を通しています。
シンクロナイズド スイミングの優れた指導者である井村雅代さん
の記事が今日、新聞に出ていました。彼女が小学生の時に、家のことは母まかせで
仕事に没頭する父について「おとうちゃん、
お金持って帰って来るだけやないの」と
お母さんに言ったら、
お母さんにはり倒されたそうです。その時の母の怒りに満ちた形相は今も忘れ
られないそうです。家族を支えることとお金を稼ぐことは根本的に違うということをお母さんは娘に
教えたのでした。
私が幼児教育をしてやっと３２年になりますが、昔の親と今の親の違いを感じます。
とりわけ父親
のあり方について変わったと思います。いいことは、本当に子どもと向き合っているということです。
僕らの頃は子育ては母親まかせでした。ただ、子ども達と共有するがゆえに失っていることも一方で
あるのかな、時代が進んでいく中で検証されていくのかなと思います。人はいつも迷いながら、苦し
みながら生きていくものだと思います。
この年になって、思ったことを言い合うことがとても大事なのだと思うようになりました。いいと思
うことには腹の底から良いと言うべきだと思うし、
いけないと思うことには心から真心を持って「ちが
うんじゃないの」と言ってあげることも愛情だと思います。
私のロータリー人生の中で忘れられないことがあります。地区研修会か何かで、
あるパストガバナ
ーのお話がずいぶんと長引きました。
ロータリーは時間を守ることが鉄則です。その後のガバナー
の方が勇気を持って「時間を守ることも愛情のひとつだ」ときっぱりとおっしゃいました。拍手も出ま
した。
とても大切なことを学びました。
「入りて学び、
いでて奉仕せよ」という言葉もその方から学び
ました。
ロータリーは人生道場だとも言われています。昼のたった１時間半ですが、食事をして卓話
を聞いて、
その時間の積み重ねが一人一人の人格を間違いなく形成していくのだと思います。

グエン・ダン・ズイさんへ米山奨学 金を授与

ご挨拶 米山奨学生 グエン・ダン・ズイさん
奨学金をいただき、誠にありがとうございます。
大学院の方は夏休みに入っていますが、
インターンシップとして仕事をしている
日本語学校には夏休みはありません。
日本語学校の学生募集は毎年１月、
４月、
７月、
１０月にあります。今度、
１０月の
学生募集のために、
日本語学校の学院長と初めてタイの首都へ行きます。先ほど
カウンセラーの方と相談したのですが、
１１月の第１例会で卓話をさせていただき
たいと思います。

スペシャル・オリンピックスについて

東京芝ＲＣ 池田朝彦 様

突然昨日、事務局にお電話して、
ＰＲのためにお伺いしたいということでメーキ
ャップさせていただきました。
我孫子ゴルフ倶楽部のメンバーで１、
２週間に１度は来ています。県民税は多
少払っているのではないかと思います。
東京の芝ロータリーは桜のきれいな増上寺の隣にある東京プリンスホテルが
例会場ですが、
オリンピック目指して改修工事中で現在、隣のプリンス パークタ
ワーという所の３３階の見晴らしのいいところで例会を行っています。東京タワーとスカイツリーと
両方が見えます。東京の方にお見えになりましたら是非いらっしゃってください。
スペシャル・オリンピックスという団体があります。
５０年前にケネディ家に知的障害者がいらして
始まった団体です。毎週、知的障害の方がスポーツをする団体です。東京では私が会長を務めて
います。我孫子ゴルフ倶楽部で、団体の活動を支えるためのチャリティゴルフを始めて１１年目にな
りますが、今年からスペシャル オリンピックス日本・千葉もこのチャリティゴルフにご協力いただくこ
とになりました。そこで地元のロータリークラブにお邪魔して是非ともご協力いただきたいと思い、
参上しました。
今年は１０月２４日
（月）
に貸し切りで行います。今年から少しやり方を変えて、
プロにご協力いただ
いてレッスンしていただきながらプレーを楽しむようにします。是非とも、
お時間がありましたらご協
力、
ご支援いただければと思います。青年会議所の皆さんも是非よろしくお願い致します。ありがと
うございました。

ご挨拶

我孫子青年会議所 理事長 神谷智洋 様
葛飾区金町で害虫駆除業を営んでおります。
もともと我孫子の会社に勤めて
いたのですが退職して独立し１０年目になります。我孫子の町が好きで、青年会議
所で奉仕活動を行い、友情を深めています。
本日は７名であびわんグランプリという例会事業をＰＲさせていただきたいと思
います。地産地消を使って、地元の飲食店でグランプリを決めようと言う催しで
す。我孫子市には農業を営んでいる人が多いのに、青年会議所には入っていただけていないのが
実情です。地域の野菜を多くの人に知って
いただきたくて企画しました。
青年会議所のＯＢの方が多くいらっしゃ
る我孫子ロータリークラブの皆様に協賛
のお願いにお邪魔しました。
８月２１日
（日）
１１時よりあびこんで開催
させていただきます。
どうぞよろしくお願い
いたします。本日は大変貴重なお時間をあ
りがとうございました。
副理事長 松田成史様
ソニー生命保険で働いております。生
まれだけは大阪ですが、
０才の時から我孫
子の布佐で育ち、小中も、高校大学は中
央学院大でずっと我孫子です。社会人に
なって東京に出たのですが、
５年前に転職
して今の会社に勤めています。我孫子の
ために何かできないかということで青年会
議所に入りました。よろしくお願いいたしま
す。
新妻雄介様
地元で保険代理店業を営んでおります。
３２年間、我孫子で生まれ育っております。
我孫子のために頑張っていきたいと思っ
ております。
よろしくお願いいたします。
（次ページへ続く）

山崎朋史様
以前、
マリベール柏、柏玉姫殿で勤めており、我孫子青年会議所や他の団体の方々のご宴席を
たくさん担当させていただいておりました。その中で我孫子ＪＣの集まりはすごく一致団結して、
すご
くあたたかい会だと思いました。結婚式場がなくなり転職する時に三井住友海上保険に声をかけ
ていただいたのも我孫子ＪＣの皆様でした。
今回８月２１日
（日）
のあびわんグランプリを必ず成功させたいと思っております。
どうぞよろしくお
願いいたします。
藤本しん様
今年から我孫子ＪＣに入会させていただきました。仕事は自分史作成サービスというものを昨年
度からやらせていただいております。
まだまだ若輩者ですがよろしくお願いします。
高木宏樹様
市内で議員をさせていただいております。皆さんからいただいた縁を力に変えて、
モットーは実務
と現場型であれということで頑張っております。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい
ます。
倉持洋平様
天王台で幸建という不動産業を営んでおります。
１５年前に我孫子に移り住んで来て、地元に何
か協力できないかということで青年会議所に入会させていただきました。
まだまだ未熟者ですが、
ど
うぞよろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

村越委員長
今日は第１例会ですので、
８月生まれの方のお誕生日のお祝いをしたいと思います。伊東会員、
塩毛会員、藤尾会員、
おめでとうございます。
伊東会員より
オリンピックの年の昭和３９年、
８月５日生まれで５２になります。家で
は妻と娘２人で非常に粗雑な扱いを受けておりまして、
このように自分
の誕生日のお祝いしていただき歌までプレゼントして頂けるのが照れく
さいながらも嬉しいなと思っております。縁あって我孫子に来ましたの
で、少しでもお役に立ちたいと思います。ありがとうございました。

出席報告

１７名出席（全員で２２名） 出席率７７. ２％

伊藤会員（代理）

会員増強 委員会 報告

小池委員長
我孫子ロータリーは現在２２名で、創立時の２４名を割ってしまい、
しっかりと増
強をやっていきたいと思っております。
会員になるための手続としては、現会員２名の署名入りの推薦状を理事会に
提出後、理事会で理事全員の承諾が必要で、
その後、全会員に新会員推薦告知
書を郵送し、
７日以内に異議がなければ入会ということになっています。
こちらから誘っておいて土壇場でお断りするというような失礼なことがないよう
に、前年度行った紹介カードを改良させていただいて運用していきたいと思っております。
この紙に
は、会員になってほしい人の名前を勝手に記入してください。単なる井戸端会議的なものと考えて
いただければと思います。自分で勧誘しなくてもＯＫです。
８月の最終例会を期限として提出のご
協力をお願いいたします。
９月の第１週に書かれたお名前を発表します。実際に勧誘するかどうかは９月に行われる会員増
強会議で決定したいと思います。発表された方のお名前に異議がある場合は私か、会員増強委
員、会長幹事に言っていただければと思います。
ＪＣの皆さん、卒業したら是非入会してください。
よろしくお願いします。
新入会員になる為の手続き

プログラム委員会 報告

依田委員長
今月の卓話ですが、今週に伊東会員と申し上げたのですが変更になりまして、
来週は福武会員に、
その次の８月２３日に伊東会員にお願いします。
８月３０日は外
部卓話を予定しておりますのでご期待ください。
９月以降は今までの卓話の実績
を鑑みながら順番を決めさせていただきました。
よろしくお願いします。

幹事報告

木村幹事
・例会変更のお知らせ
柏ＲＣ
８月１７日
（水）休会
		
８月２４日
（水）夜間例会（納涼ＢＢＱ） １８
：
３０点鐘 場所：オークビレッジ柏の葉
柏南ＲＣ
８月２日
（火）納涼例会 １８
：
００点鐘 場所：れいたくキャンパスプラザ
		
８月１６日
（火）休会
松戸北ＲＣ
８月１６日
（火）休会
流山中央ＲＣ ８月９日
（火）移動例会 ブルーベリーガーデン イケダ
		
８月１６日
（火）休会
		
９月１日
（木）
ガバナー公式訪問 流山ＲＣとの合同例会
			
場所：おおたかの森 京和ガス会議室
		
９月１３日
（火）
ガバナー公式訪問の振替により休会
		
９月２０日
（火）地区大会の振替により休会
・本日、柏南ＲＣの納涼例会が行われます。会長と私と志賀会員、小池会員が参加予定です。
お時間ある方はご参加ください。
・今週の土曜日に我孫子の花火大会があります。協賛した関係で招待券が２枚あります。
行かれたい方はお声をかけてください。

閉会の 挨 拶

とても素敵な出会いになりそうな気がします。
ＪＣの皆さんもがんばってください。
私たちも頑張っていい会にしたいと思います。

ニコニコＢＯＸ

鈴木会長

お名前

メッセージ

金

額

東京芝RC
池田朝彦様

１０月２４日（月）に我孫子ＧＣで催しますスペシャルオリン
ピックス日本・東京、千葉のチャリティーゴルフ会のご協力の
お願いにまいりました。宜しくお願いいたします。

１,０００円

鈴木会長
伊東会員
小池会員
佐藤会員
高島会員

多くのビジターとゲスト感謝です。
誕生日お祝いありがとうございました。
会員増強のご協力お願いします。
都知事初の女性当選、世界的にこれからは女性の時代か？
我孫子青年会議所の皆さんようこそ。

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円

当 日 計

６,０００円

今期累計

４６,０００円

けんせきどう

今週の表紙「柏市標準木 巻石堂病院」柏市柏3丁目10番28号

1937年（昭和12年）に現在の地で開院した歴史ある産婦人科専門病院です。月平均100件のお産を扱って
いる、大変人気のある大きな病院です。併設されている保育園には病後時保育ルームもあります。広い庭は
「2012まちなみの景観部門」賞に選ばれました。 柏駅からほど近い旧水戸街 道沿いにそびえる敷地内の
大きな桜の木は、柏市の桜の開花の基準となる標準木です。

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。

