第２４４６回例会報告議事録
日時 ２８年９月２０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「それでこそロータリー」
ビジター : なし
ゲ ス ト：柏東RC 会長 高濱克行 様
			
渡邉 隆 様
オブザーバー：石原紀子様 S.A.A.：高島会員

会長挨拶

鈴木会長
今日は中村先生のご葬儀のお礼ということで柏東クラブから酒巻会長と渡邊
会員がみえています。
私が入った２０年前くらいの話ですが、
こんな若造に頭を低くされて、親クラブの
我孫子の鈴木さんだね、
といつもにこやかで低姿勢でフレンドリーに接してください
ました。素晴らしい方でした。
ロータリーが何であるかを先生に教わりました。ゴル
フがお好きな方でした。
事務局から届いた情報が２点あります。
ガバナーノミニー・デジグネートが公表されました。寺嶋年度の後の２０１９ー２０２０年度のガバナ
ーは成田の米屋の社長さんである諸岡靖彦さんだそうです。
先日、第１０分区の地区大会のゴルフ大会に久能カントリークラブまで瀧日会員と小池会員と服
部会員と荒井会員と５人で行って参りました。
荒井会員と小池会員と私は我孫子代表の選手ということで登録されたので、
３１日に練習に行っ
て来ました。久能カントリークラブは名門で、
コースもさることながらキャディさんが素晴らしかったで
す。ザーザー降りの大雨だったのですが、
どんな状況でも笑顔を絶やさず、走りながら、気の利いた
ことをずっと続けてくれました。
３８年の僕のゴルフの経験の中でも最も素晴らしいキャディさんの１
人でした。僕は教育に携わっているものですから、
これはどこから来るのかと考えました。何が僕らの
心を打ったのかというと、一生懸命さ、本気でキャディをやっていたからだと思います。上司や仲間か
ら教えられたことを見事に実践していたのだと思います。久能カントリークラブのあり方が素晴らし
いのだろうと思いました。
今年度の我がクラブは７月から始まり、
すでに４分の１が終わってしまいました。今年の柱は会員
拡大と社会奉仕にしぼっています。会員拡大については第一弾として今日、石原紀子さんが来てく
ださっています。社会奉仕については服部会員がいろいろな企画をしてくださっています。何年か前
に佐藤先生が尽力してくださった石巻ですが、石巻ふたたび、
ということで何か奉仕ができればと思
っています。石巻では、
お見舞いに行って何かして差し上げようと思っていたにもかかわらず、被災
された人たちが私たちをもてなしてくれました。
我孫子ロータリーは少ない人数ですが、久能のキャディさんたちに負けないようなことをしたいと
思っています。
とりとめのない話でしたけれども、
ありがとうございました。

お見舞いの御礼

依田会員
一番若いのに、入院ということになってしまいました。お見舞いをいただき
まして、ありがとうございます。カッパまつりの前にいろいろと忙しくて、体が
弱っていたのだと思うのですが、
ネフローゼという腎臓の病気になってしまい
ました。病院に行ったら、
その場で入院で２週間は出られないと言われたの
ですが、
１週間後にカッパまつりを控えていて、先生にお願いして薬を２倍い
ただき、
１週間安静にし、何とか１週間で出してもらえました。今も薬を飲んで
います。
４０になって、今までのようにはできないんだとつくづく思いました。ありがとうございました。

親睦委員会報告

佐藤会員、松本会員、
お誕生日おめでとうございます。

村越委員長

佐藤会員より
この度はありがとうございました。
７８になりました。最近、歳のせい
か新聞の訃報欄が目に入ります。あと４年がんばって東京オリンピッ
クぐらいまではと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

松本会員より
私はちょうど先生と一回り違って６８歳になりました。会長と同じ年
です。私の両親が両方とも９０過ぎまで生きましたので、私も憎まれな
がら９０までは頑張ろうかなと思っています。
ロータリーではいろいろ
やりまして、腰を痛め、膝が傷んでいたのです、小池会員が地区幹事
を引き受けてくださり、腰も膝も良くなりました。
もしかしたら９０過ぎま
で生きて皆さんにご迷惑をかけるかもしれませんが、今後もご指導
の程よろしくお願いいたします。

会員増強委員会報告

小池委員長
会員になってほしいリストをお配りします。個人情報ですので、部外者には絶対
に渡らないように、不要になった場合はシュレッダーで処分してくださいますようお
願いします。会員になってほしいリストの回収は前期後期と年に２回行いたいと思
います。
来月の第一例会１０月４日の理事会の後に会員増強プロジェクト会議を設け、理
事役員の皆さんと検討したいと思います。
今回お配りした中で異議があるようでしたら理事会までに私か米田会員、会長幹事までご連絡く
ださい。会議で発言していただいてもかまいません。
前期後期以外にも随時お受けし検討していきたいと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いし
ます。

出席報告

１６名出席（全員で２２名） 出席率７２.７２％

伊東委員長

プログラム委員会報告

依田委員長
１０月１１日は志賀会員に、
１０月２５日は佐藤会員に卓話をお願いしています。
１０月１８日は白鳥政孝会員に外部卓話をお願いしていますので、必ず出席され
ますようお願いいたします。

ご挨拶

柏東 RC 会長 酒巻秀明 様

８月１４日に亡くなりました中村裕会員のお通夜、告別式では親クラブである我
孫子クラブの皆さん方よりたくさんのご厚情をいただきまして、
ありがとうございま
した。
柏東クラブはかつて沼南ロータリークラブという名前でしたが、柏市と合併後に
柏東ロータリークラブという名前に変更になりました。中村会員は唯一残っていた
チャーターメンバーでいらっしゃいました。当クラブとしても非常に淋しい思いでい
っぱいです。中村会員の残された足跡は大きいものがありました。皆さんに分け隔てなく笑顔で声
をかけてくださいました。
８月６日の花火大会にもいらっしゃると思っていたのですが、
その時はすでに入院されていたよう
です。一月くらい前にはお孫さんたちと大好きだったハワイに行かれ、乗馬もされたと奥様がおっしゃ
っていました。
ご家族曰く、長患いしないで、眠るように逝かれたとのことです。
告別式では、私共は火葬されるまでお見送りさせていただきご冥福をお祈りしました。ありがとう
ございました。

ご挨拶

柏東 RC 渡邉

隆様

我孫子クラブさんには久しぶりにお邪魔させていただきました。
中村裕会員の葬儀の際は、我孫子クラブの皆さんにおいでいただきまして、本当に
ありがとうございました。
私はロータリー歴が３３年になりますが、
「とにかくロータリーというものは親クラブは
大切にせい、義理人情を欠いてはいかんぞ」と常々中村会員に教育していただきまし
た。お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。私共のクラブは我孫子クラブさんの教育
を受けてきました。
（次ページへ続く）

旧沼南町において善意の勉強をして、小さな明かりを灯そうというキャッチフレーズでスタートしたう
ちのクラブです。チャーターメンバーは森会員１人になりました。私ももう一ヶ月で８０になります。かつて
はゴルフで楽しい日々を過ごさせていただきましたが、今は、立っているのが精一杯という状況です。
旧沼南ロータリークラブの創立時には、中村会員は４３才で非常に忙しい現役のお医者様でした。地
域に奉仕され、文部科学大臣賞や叙勲を受けられています。その先生があっという間に亡くなり、
うちの
クラブは今、若干ぽかんとしているような感じです。
うちのクラブも２０名を切った時があり、危機感を持ちました。その時に２回目の会長を受けました。全
てを一新するべく、会場も藤ヶ谷カントリークラブに移そうと提案しました。最初は反対されたのですが、
中村会員の手助けもあり、
うちのクラブの経歴、活動状況、予算等をまとめて藤ヶ谷カントリークラブに
お願いに上がり、最終的に半年かかりましたが、現在、藤ヶ谷カントリークラブで例会を行っています。
こういう状況の中で会員増強については、私は会長と会員増強委員長を兼務して、
２０人を切る寸前
だったのが現在３１名になっています。本年度また会員増強委員長をしております。自分ができるのであ
れば率先してやろうと考えています。
私はうちのクラブで上から２番目の高齢者です。入会順は上から３番目です。私は人より体が小さいの
ですが、
これは自分にとって大きなバネになって、
自分を奮い立ててやってきたような気がします。あと何
年もないので、
自分なりに余生はおとなしくしていようと思っています。
我孫子クラブさんとの合同例会がまたあると承っております。親子の関係、絆をたずさえて両クラブが
前に発展していけたらいいなと思っております。
今日は本当にお礼のご挨拶が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。ありがとうございました。

幹事報告

木村幹事

・９月２５日
（日）
に成田の方で地区大会があります。バスをチャーターして会場に向か
います。ルートは後日ファックスいたします。出席する方の名札は例会で使っている
名札を持って来てくださいとのことですので、本日例会後に、出席される方の名札
を私がまとめて持って帰り、
当日お渡しします。忘れずに今日置いて帰ってください。
・例会変更のお知らせ
柏ＲＣ９月２１日
（水）
振替休会
（９月２５日 地区大会）
		 １０月１９日
（水）
振替休会
（１０月２２日、
２３日 親睦旅行）
柏西ＲＣ９月２３日
（金）
振替休会
（９月２５日 地区大会）
		 １０月１４日
（金）
移動夜間例会 インターゴルフ １８
：
３０〜プリンセッサ柏
松戸東ＲＣ９月２３日
（金） 振替休会
（９月２５日 地区大会）
・富津中央ＲＣ ５０周年記念式典と祝賀会の案内受理 １１月１２日
（土）
・１１月１０日
（木）
合同例会及びロータリー情報研究会
情報研究会の方は入会５年未満の会員は必ず出席するようお願い致します。
・１０月４日
（火）
１８時〜 寺嶋哲夫メモリアルパーティー

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ

金

メーキャップお世話になります。
柏東RC 会長
中村裕会員のお礼に参りました。
酒巻秀明 様
ありがとうございました。
柏東RC
渡邉 隆 様
鈴木会長
荒井会員
佐藤会員
松本会員
村越会員
依田会員

額

１,０００円
２,０００円

地区ゴルフ団体２位となりました！！
石原さんがオブザーバーで来てくれました！
もう台風はいりません！！
お祝いありがとうございます。
孫が雑誌「ひよこクラブ」の読者モデルになりました。
お見舞ありがとうございます。
今後は健康に気を付けてゆきたいと思います。

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円

当 日 計

９,０００円

今期累計

７５,０００円

１,０００円

地区 大 会

地区大会が、
９月24日
（土）、25日
（日）
の日程で開催されました。

今週の表紙「水生植物園」我孫子市高野山新田130番地

毎年5月になると薄紫色の藤棚が見事な植物園です。2012年までは毎年6月にあやめまつりが開催されてい
ました。2013年の夏は一面ひまわりの花が咲き誇りました。
手賀沼のほとり、親 水広場に隣 接しています。周辺には手賀沼遊歩道、鳥の博物館、山階鳥類研究所等が
あり、ウォーキングやサイクリングの途中にも立ち寄れます。

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。

