第２４７９回例会報告議事録
日時 ２９年６月６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

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ビジター : なし
ゲ ス ト : 陳 徳思さん（米山奨学生）
S . A . A . : 高島会員

会長挨拶

鈴木会長
ロータリーというのは人と人が集まる場所であり、それぞれの職業に就いた
方々との出会いの楽しみがあり、それぞれの個性に触れるいうことが興味深くお
もしろいと思います。
先週、服部会員に会長挨拶を代理でしていただきました。今日、週報を拝見す
ると服部次期会長の挨拶は思わず頬がゆるんでくる、
とってもユーモラスな文章
でした。でも、
その中に、
これから会長職を担う一年間に対する、彼の覚悟やちょっ
とした戸惑いや楽しみ等も感じられました。服部会員は出会ったロータリアンやこれまでの会長さ
んをよく見てらっしゃるな、感じていらっしゃるなと思いました。そういう出会いが僕はとても楽しみ
です。
毎年、
６０名、
７０名の子ども達が入園してきて、その背後のご両親、
おばあちゃん、
おじいちゃん
たち、
とで毎年何百人かの方達と出会います。出会うことの煩わしさも正直ありますが、それを越
える楽しみの方が多いと、
この年になって気づいています。
人が生まれ、育ち、人になる、
という目標はロータリーも同じだと思います。
世の中には漂流する、
どこに行ったらいいのかわからない人がたくさんいるようです。毎朝、
トッ
プニュースに出る事件は決まって目をしかめるような、耳を疑いたくなるようなものが多いです。
こ
れは今の時代の人たちが、何を喜びに、何を目標に、
というところを失って漂流しているからなんじ
ゃないかと思います。
我々ロータリクラブが元気で喜びのうちに日々を過ごして、
できたら人のために何かをすることが
できたらと思います。
あっという間の一年です。
もう６月に入りました。あと２週で２７日の最終例会です。
２回も会長職
に預かることができました。本当に微力ですけれども、
ここまで歩んで来れたのは皆様の励ましと笑
顔のおかげです。それぞれの方々の素敵なところをいつもかいま見ながら、
ここまで来れたと思って
います。
親睦や姉妹クラブ委員会の皆様、それぞれの委員会の皆様、次期年度のために奔走しておら
れる小池会員等、
目には見えないけれども大変なご苦労をされていることに改めて感謝しながら、
みんなで支えていけたらと思っています。
ありがとうございました。

陳 徳思さんへ米山奨学金を授与

ご挨拶 陳 徳思（ちん とくし）
さん
今日は私の２回目の例会です。皆さんの優しさのおかげで、前回より緊張せず
落ち着いています。
松丸さんがいろいろ案内してくださいました。ありがとうございました。先月の例
会報告を見ました。鈴木会長が私のことをすごくいい言葉で書いてくださって、
と
ても嬉しいです。ありがとうございます。
先日、奨学生の研究会に参加したのですが、他の奨学生は日本語がとても上手でした。それと
比べると私の日本語は下手だと感じました。
これからもっと頑張りたいと思います。
どうぞよろしくお
願いします。

親睦委員会報告

村越委員長
第１例会ですので、恒例のお誕生のお祝いをしたいと思います。
上村会員、鈴木会長、
お誕生日おめでとうございます。米田会員は本日お休み
なので後日お祝いしたいと思います。

上村会員より
ありがとうございます。
６月１２日をもって７０歳、古希になりま
す。
先だって４月３０日にゴルフをやったのを最後に腰がおかしくな
ったのですが、
その時に一回り上の方とやらせていただきました。
その方もお元気で、瀧日会員も８２でゴルフをされているので、わ
たしもあと一回りは元気にゴルフをやりたいと思っているのです
が、
そこで腰が痛くなり、
５月５日には歩けなくなってしまいました。
医者に行ってＭＲＩで診断してもらったら椎間板ヘルニアだと言われました。手術するのが一番と言
われたのですが、
なんとか自力で治したいと思い、印西牧の原の方の整体の所で高電圧の治療を
受けています。腰のところにやると、
お尻から足まで感電死しちゃうんじゃないかと思う程の刺激で
すが、
それに耐えて、
だいぶよくなってきています。歩けるようになりました。山登りの計画は立ててい
て、山小屋もとってあるのですが行けるかどうかちょっとまだわかりません。
６月２７日のゴルフも行き
たかったのですが、他の用事もありましたし失礼させていただきました。
これからがんばっていきたい
と思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
鈴木会長より
今日が私の誕生日です。
実は長男の４人目の子どもが、
６月２日が予定日だったのが昨日
６月５日にやっと生まれました。女男男男で、あっぱれだなと思い
ます。僕は２人しか育てられなかったのですが、倍額増資です。そ
の分、娘が結婚していないのでどうなることやら心配しています
が。
今朝、幼稚園に行ったら職員にお祝いしてもらって、
バスに乗っ
たらバス停でそれぞれお祝いしてくれて、
こんなじいさんがおめでとうと大人に言われると、
なんだ
か恥ずかしいような嬉しいような気持ちで「もういいよ、勘弁してくれよ」という気持ちになりますが、
子どもに言われると素直に「ありがとう」と微笑みが出てきたりします。人の誕生を心から祝ってあ
げる、
そういうピュアな魂にいつも触れてる割には心がにごってて、
いけないなと思います。
ゴルフに関しては、飛ばなくなってきているのですが、救いはアプローチです。アプローチとパター
を必死にそればかり練習しています。
２７日のゴルフは無理を言って組んでいただきました。楽しみに
しています。
ゴルフというのは最も人を知るスポーツだと思っています。一日一緒にプレーして、一緒
に食事をすると人柄などがよくわかって興味深い一日になります。
長々と失礼しました。ありがとうございました。

出席報告

２１名出席（全員で２７名） 出席率７７.７７％
欠席者が７名。
業務の為：荒井会員、伊東会員、志賀会員、米田会員、渡邊会員

プログラム委員会報告

鎌田委員長

依田委員長
来週の６月１３日は外部卓話を用意しております。講師はしょうじふくみさんという方で、ハッピー
ヨガという所でヨガの先生をされています。
「心と体と健康に」というテーマで卓話をいただきま
す。体を動かしながら、簡単なストレッチ等もしていただくプログラムを考えています。普通の格好
で結構です。
６月２０日は最後の卓話になります。締めの卓話を鈴木会長にしていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

３分間スピーチ

村越会員
私からはお願いがあります。
今年も８月５日（土）に手賀沼花火大会が開催されます。毎年ロータリクラブか
らも協賛金をいただいていますが、会員の各企業の皆様も協賛金をどうぞよろし
くお願いいたします。１万円につき１席招待席をご用意しています。尺玉が５万円、
スターマインが３０万円、ジャンボスターマインが５０万円、ウルトラジャンボスター
マインが１００万円になります。ぜひ協賛いただければと思います。よろしくお願いいたします。
倉持会員
昨年の１２月に２回目のホールインワンをしました。ホールインワン保険をいた
だくのがかなり難しいということが勉強になりました。いろいろ証明を出したり、
目撃の方を探したりとか、大変でした。

福武会員
最近、日々時間に追われている感があるので、あまりお話し出来ることがない
のですが、ロータリーの週報で使っている用紙は東北地方の震災の貢献になって
います。その紙の購入額の数パーセントが東北の森林組合に寄付されます。その
登録がけっこう厳しいのですが、我孫子ロータリークラブも加盟しているというこ
とがホームページ上にも載っておりますので、お時間のある時にホームページをご
覧いただければと思います。詳細は改めて卓話等でお話し出来ればと思っています。
依田会員
８月２６日（土）に第１０回カッパまつりが行われます。ぜひとも今年も皆様方の
ご協力、ご参加をお願いしたいと思っております。カッパ音頭を皆で踊ろうという
ことで毎年やっているのですが、１０年経ち、中間の年齢層の方の踊り手さんが
年々少しずつ減っています。１０回目を記念して１０００人いろいろな団体から集め
ようということで活動しております。ロータリークラブでも是非１団体として皆さん
で黄色いジャンパーを着て踊って大行進できないかなと思っています。
ライオンズさんや商工会青年部も初参加でＰＲする予定です。
その団体の活動内容や紹介も坂の下まで放送します。団体のＰＲにもなりますので、理事会が通
れば是非ご参加いただければと思っています。
今年はアイドルを作ります。今までＡＫＭ４８という平均年齢７０歳のアイドルグループがありま
した。昨年はそれに対抗して公園坂４６という４０から５０のアイドルを作りました。今年は平均年
齢１０歳の本物のアイドルを作ろうと思っています。
藤本会員
私事でございますが、先週の６月３日、結婚２６年になりました。なぜ覚えてい
るかというと、グーグルカレンダーで登録しているのでわかるようになっています。
かみさんが忘れている時がありますが、毎年、私がケーキと花を家に持って帰り
ます。今５３ですので、人生のほぼ半分をかみさんと一緒にいるのですが、結婚当
時の写真を子どもに見せると、
ママの隣にいる人誰？と言われます。それは私なの
ですが、２６年前はもっと痩せていて、ひげも生えていませんでした。ちょっとショックで、今ダイエッ
トに励んでいるところです。
来月のハワイはかみさんと娘と行きます。
かみさんは幼少の頃から音楽が好きで、エレクトーンやピアノをやっていて、今でも池袋まで習
いに行っています。４０過ぎてから英語の勉強も独学で始めて、私が帰るといつも食卓でテキスト
を見ながら勉強をしており、私も何かやんなきゃいけないなと思っております。
私もこの家業を継いでから読書の量がめっきり減りました。時間がないと言うと、
「いや、それは
自分で時間を作りなさい」とかみさんに言われ、また徐々に読書の量が増えてきて、最近寝不足で
す。そんな感じでなんとか２６年を迎えることができました。
先ほど依田会員からもお話がありましたが、我孫子駅南口商店街の商栄会の世話役をやってお
りまして、来月第３土曜日に八坂神社の祭礼があります。湯下さんにもお世話になっております。八
坂さんの山車と子ども神輿をやりますので、お集まりいただければと思います。

上村会員
先ほどの続きです。実はうちの家内も同い年で古希です。家内が観劇やミュー
ジカルが大好きなので、古希のお祝いとしてニューヨークやワシントンに行くツア
ーに申し込みました。
２人とも年よりは若干若く見えるのか、子ども達が私たちが古希ということを感
じてくれません。
昔は私はすごく老けていました。亡くなった野田さんが「上村さんは若い時から全然変わってな
いよ」と言われました。頭の具合はだいぶ後退しています。４５くらいの時に、文具店をやっていた
岡田君という人に「後ろの方がちょっと禿げてるけどどうしたんだ」と言われて驚きました。髪の毛
が固くて多くて、絶対になくならないと思っていました。今ふさふさある方もいつどうなるかわかりま
せん。
私の母方の親は同じ名前で文明（ぶんめい）爺さんというのですが、禿げていて、ちょびヒゲがあ
って、その文明じいさんに似てしまったようです。今ある方も親だとか爺さんだとか、心当たりがいた
場合は突然そうなりますので気をつけてください（笑）。

幹事報告

木村幹事

幹事報告は今日は特にございません。
幹事職も今日を含めてあと４回になりました。後半になって休みがちになって会
長をはじめ皆さんにご迷惑をおかけしました。
・姉妹クラブの関係の報告事項になりますが、
アラモアナの式典に行かれる方
は来週の例会後に現地での予定について打ち合わせをしたいと思いますの
で、是非よろしくお願いいたします。
・６月２２日にＪＡＬパックの代金が決定しますので、各ご家庭に振込みのご案内が
できると思います。各自、
お振り込みください。
（ＥＳＴＡ）
を申し込む方は荒井会員と上村会員ご夫婦で、
そ
・旅行会社でエスタ
れ以外の方は各自、確実にエスタの手続をしてください。エスタの手続をしな
いと入国できません。
・代金の振込みの中に海外旅行の保険も入っています。必ず保険に入っておい
た方がいいと思います。経験がありますが、海外で救急車を呼ぶと１００万円単
位でお金がかかります。保険に入っていると０円です。何千円かで入れますの
で、是非入っておかれた方がいいと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前

鈴木会長
今井会員
上村会員
佐藤会員
藤本会員
村越会員

メッセージ

誕生祝ありがとうございます。
４人目の孫をありがとうございます。
久しぶりの例会出席です。
おいわい頂き ありがとうございます。
いよいよ梅雨です。
鈴木さん、上村さんおめでとうございます。
手賀沼花火大会よろしくお願いします。

金

額

２,０００円

当 日 計
今期累計

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
７,０００円
３６８,０００円

今週の表紙「無量院」我孫子市青山162番地

国道6号線青山台入口交差点の西500ｍに位置する無量院は、坂道を上りつめた高台にあります。明治の頃までは本尊
が十一面観音で｢青山の十一面さん｣としてご婦人方に人気がありました。中峠龍泉寺の門末となって以降は不動明王が
本尊となっています。
新四国相馬霊場八十八箇所の65番の札所があります。高台から取手市街を望む事ができます。

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。

