第２４８６回例会報告議事録
日時 ２９年７月２５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「我らの生業」
ゲ ス ト : 澤田敦士様（我孫子市議会議員）
: 陳 徳思さん（米山奨学生）
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
今週末からアラモアナに行かれる方はご苦労様です。無事に帰っていただきた
いと思います。先週、前いた会社のＯＢの方がゴルフに行って熱中症になってしま
いました。ハワイも暑いと思いますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
ハワイに行かれない方は８月１日の夕方６時から柏南クラブの納涼例会があり
ますので、是非ご参加ください。移動例会という位置づけになります。登録料は
３千円です。
先週、先々週とスリランカの水害の義援金をお願いして、
１万７千円集まりました。ありがとうござ
いました。
８月５日に奉仕プロジェクトのセミナーがあり、
そこにスリランカ特命大使がこられて卓話
をしてくださいます。上村委員長にお預けしますので、
セミナーの方にお持ちいただきますようお願
い致します。
１０分区のガバナー補佐からの依頼でしたので、
ガバナー補佐に連絡しておきます。
先々週、
３つのクラブにメーキャップに行きました。
柏西クラブではプログラムの最後に次回例会のご案内というのがありました。次回の食事はう
なぎです、
ということで参加者の関心を引くような工夫をされていると思いました。
柏クラブの例会に行った時に、八日市場クラブの川口さんという女性の方がメーキャップにいら
していて名刺交換をしました。その方は２年かけて２７９０地区の全クラブをメーキャップするという
ことで、柏クラブは１８番目の訪問だったそうです。いずれ我孫子にも来られると思います。
ロータリ
ーの楽しみ方はいろいろありますが、改めて、いろんなロータリアンの方がいらっしゃると感銘を受
けました。
月末には必ず仕事が入るのでハワイに行けないのですが、案の定、今週の金曜日に不動産の売
買の立ち会いの依頼が入りました。
その内、卓話の順番が回ってきたら地面師（じめんし）
について話をしたいと思っています。最
近、都内の土地の価格も上がってきており地面師がけっこう暗躍しているという話があります。地
面師とは不動産の所有者になりすまして買い主から売買代金をだまし取る人のことです。
不動産の立ち会いの時には、いつも頭の片隅で地面師ということを意識しながら仕事をやって
います。幸い柏のようなローカルではそういう事件はまずないです。
まとまらない話ですが、以上で会長の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

親睦委員会報告

倉持会員（代理）

米田委員長がお休みで代理です。
今月がお誕生日の志賀会員、
お誕生日おめでとうございます。

志賀会員より
たまにしか来れず、
これからはなるべく出席したいと思うのですが、仕事
が忙しいのと、夜の回り方が忙しいのとで申し訳ありませんでした。
２３年生
まれで、
７月７日で６９になりました。
２３年生まれがけっこう多いので助かっ
ています。頑張りますので、
ひとつよろしくお願いいたします。今日はありが
とうございました。

出席報告

渡邊委員長

米山委員会報告

鈴木委員長

２４名出席（全員で２６名） 出席率９２.３％
欠席者が２名。 業務の為：米田会員

先週の土日に研修会に行って参りました。
土曜日は米山カウンセラーと奨学生の合同研修会に行って参りました。今年は
２３名の奨学生がいます。
特徴的なのは、
カウンセラーを複数回されて方がいらっしゃることです。柏南の
妻島会員は２０回されています。私は３回ですが、
３回くらいの人はへっちゃらでい
ます。口を揃えて言うことは、米山はこんなにいい集いなのに、
自分ばかりがやっ
て申し訳ない、
ということです。やってみると、本当に楽しいことがたくさんあります。
米山にとって暗いニュースは、関係が切れてそのままになってしまうことも間々あるということで
す。でも、
ずっとつながっていて地球をまたいでの交流が続くこともあります。
日曜日はクラブ研修リーダーのセミナーでした。
４０分のコマが３コマでした。総論的な話を聞い
て、
その後に２回グループディスカッションを行いました。誰も帰らず、
これからクラブをどうしていく
か、研修リーダーとしてどうあるべきか等、学ぶことがとても多かったです。
名刺をそこそこ持っていったのですが、
２テーブル１０名ずつくらいで、名刺をほとんど使い果たし
ました。名刺についての反省として、
やはり顔写真入りの名刺がいいかなと思いました。
今年の研修はどんな形にしたらいいかなと思うところはいろいろあるのですが、研修リーダーと
して先輩方のお力を借りながら進めていきたいと思います。
ロータリーを学ぶという事の中核は、
先輩方のやられてこられた事の感動を引き継ぐこと、感動体験の積み重ねを若い人たちに伝える
ことなのではないかと思います。我がクラブは新人さんが多いので、
そういう学びを積み重ねてい
きたいと思います。

幹事報告

村越幹事
・来週８月１日の例会はアラモアナの周年行事、
または柏南ＲＣの納涼例会への
振り替えになります。
こちらの会場では例会はありませんのでお間違えのないよ
うにご注意ください。
・ガバナー事務所より九州北部豪雨災害に対する義援金のお願いが来ていま
す。募金箱を置いておきますので、
お気持ちのある方は帰りに入れていってい
ただければと思います。
お礼
・８月５日の手賀沼花火大会にロータリーとして寄付金を出させていただき、
として招待券が２枚届いています。早い者勝ちですのでご希望の方はお申し出
ください。
・下総松戸自衛隊協力会の会員を募集しています。ご賛同、
ご入会いただける
方は事務局の方までお申し出ください。
・アラモアナＲＣの会員の皆さんにお土産として夫婦箸を４５名分用意しました。
アラモアナに行かれる方に分散してお渡ししました。忘れずにお持ちください。
現地ホテルに着きましたら、私が回収させていただきます。
どうぞよろしくお願
いいたします。

陳 徳思さんへ米山奨学金を授与

陳 徳思さんより
奨学金、
ありがとうございました。
先週の土曜日に鈴木さんとロータリーの研修会に行ってきました。
ビン
ゴゲームでいっぱいプレゼントをいただきました。楽しかったです。
来週は台湾に行って来ます。中学生の頃から台湾のおいしい食べ物に
ずっと憧れていました。
とても楽しみにしています。
台湾旅行の後、一旦日本に戻ってから中国に１週間くらい帰ります。皆さんもハワイ旅行をぜひ
楽しんで来てください。
また９月の例会でお会いしましょう。ありがとうございました。

澤田敦士様のご紹介

依田会員

今日は、北海道出身で全日本ジュニア柔道で優勝し、明治大学卒業後、プロレスラーとしてプ
ロデビューし、平成２７年に我孫子市市議会議員に当選された澤田敦士さんをお招きしました。
どうぞよろしくお願いいたします。

卓話

我孫子市議会議員

澤田敦士 様

本日は例会にお招きいただき誠にありがとうございます。以前、茅ヶ崎の方で
卓話をさせていただきました。
今日は、私の３３年の人生をお話しできればと思います。
私は北海道の旭川で１９８３年８月２０日に３人兄弟の末っ子として生まれま
した。旭川は本当に寒く、氷点下３２度という寒さを経験したことがあります。
兄の影響で小学校１年から柔道を始めました。自分で言うのもなんですが、メ
キメキと力をつけ、２週間で北海道の大会で優勝しました。小学校６年の時に全国大会に出た
のですが、楽勝だと思ったら、決勝で自分より大きい選手に組まれた瞬間に投げられ、秒殺され
ました。初めて負けて、講道館のすみっこでものすごく泣きました。そこで、オリンピックのチャン
ピオンたちを育てた講道学舎という柔道の私塾の監督さんに声をかけられて、小学校卒業後に
１人で東京に上京し、講道学舎に入りました。上下関係が激しく、朝５時から練習で夜は９時に
消灯でした。本当に厳しい練習でした。夜９時に消灯ですが、夜９時から朝４時まで週に２、３
回、コンクリートの上で正座させられました。心を鍛えられました。
中学で日本一になれました。
高校は世田谷学園というところに入学しました。高校でも日本一になれました。３年の時にキ
ャプテンとして出て優勝できた時は本当に嬉しかった記憶があります。
いろいろな大学からスカウトをしていただき、強い先輩が大勢いた明治大学に入りました。明
治大学もきつかったです。夜中は先輩のマッサージで眠れませんでした。朝３時、４時に先輩が
寝たかなと思い、そっと部屋を出ようとすると先輩が「まだ寝てねーぞ」と呼び戻されました。
４年でキャプテンになりましたが、日本一にはなれませんでした。
大学卒業後、いろいろな会社からスカウトされたのですが、当時「ハッスル、ハッスル」で人気
のあった小川直也先輩のようになりたいと思い、プロレスの世界に入りました。大学で小川さん
と出会い、小川さんの元でプロレスをしました。正直最初は厳しかったです。デビュー戦は１試合
５千円でした。５千円の中からマネジメント料として７割持っていかれました。名古屋に行くのは
新幹線代が２万円で大赤字でした。それも勉強になりました。
当時、プロレスの会長さんがアントニオ猪木さんでした。猪木さんからもいろいろ教わりまし
た。猪木さんは本当に運を大事にされる方で、運をつけよう、運をつけようと思いながら頑張りま
した。
以前、東京フレンドパークという番組に出た時、ギャラは出ないので、絶対にパジェロを取って
帰ろうと思ってダーツをやったら、パジェロが当たりました。ただで車をもらえるのですが、自動
車重量税、自動車取得税とかで１７０万円くらいかかるので、北海道にいる母親に電話して母親
に権利を譲ったら、後で怒られました。
プロレスでは、ボブ・サップ、ピーター・アーツ、藤波辰爾、長州力、タイガーマスク等と戦い、い
い経験をさせていただきました。
アントニオ猪木に付いて、北朝鮮とパキスタンに行けた事も貴重な経験です。
運を付けていく事が一番大事ではないかと思っています。
運を付けるには、自分に正直になること。人との出会いを大切にすること。人の悪口を言わな
い。批判をしない。
インターネットにいろいろ書かれます。澤田はプロレスが弱い。我孫子市議に当選した時は「我
孫子終ったな」とむちゃくちゃ書かれました（笑）。でも私は人の悪口と批判は決して言いませ
ん。悪口からは何も生まれません。
一番大事なのはトイレをきれいにすることです。これは毎日やっています。トイレには神様がい
ます。
これをやることによって、なぜか運を味方につけることができます。
柔道とプロレスしかやっていなかった私が、政治の世界に入って、今まで社会に出ていなかっ
た分いろいろ歪みがきているかもしれませんが、私にしかできない政治というものもあると思う
ので、そういうもので我孫子市に貢献できればなと思っています。

（質疑応答）
Ａ：アントニオ猪木さんとは一緒に練習等もされるのですか。
Ｑ：昨日も一緒に練習でお会いしました。猪木さんはキューバとパラオに島を持っていらっしゃい
ます。パラオの無人島で闘魂猪木塾をやったことがあります。
Ａ：ボブ・サップやピーター・アーツや、その辺のことについて教えてください。
Ｑ；ボブ・サップとは上海で２試合、北朝鮮で２試合、日本で３試合くらいやりました。３勝４敗で
した。北朝鮮ではＣＮＮ等の世界の放送局が来るので、ボブ・サップはめちゃめちゃ力を出し
て強かったです。ピーター・アーツとは２、３回やりました。桜庭と大晦日に埼玉スーパーアリ
ーナでやりましたが、負けてしまいました。
Ａ：お金の話で申し訳ないのですが、ボブ・サップとのファイトマネーは
どれくらいなのでしょうか。
Ｑ：海外だったのでドルでもらいましたが、記憶にございません（笑）。
Ａ：トイレの神様とは、どんな神様でしょうか？
Ｑ：自分の中で信仰しているだけなので答えはないです。一番汚い所を掃除しなさい、ということ
を中学高校時代の先輩から学びました。神様は自分で探してみてください。
ありがとうございました。

閉会の言葉

また２週間後に元気に顔合わせをしたいと思います。ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
お名前
服部会長
村越幹事
佐藤会員
志賀会員
藤本会員

メッセージ
澤田さま 卓話ありがとうございました。
澤田さん 卓話ありがとうございました。
今年も又、災害列島です。
誕生祝いをもらいました。
澤田さん 楽しい卓話ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

服部会長

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
４１,０００円

今週の表紙「めばえ幼稚園」我孫子市白山2丁目7番5号

広大な園庭で豊かな自然と触れ合いながら、子ども達がのびのびと自由に遊ぶ 幼稚園です。子どもの主体
性をとても大事にし、自主性に任せる保育をしています。子ども達は泥んこになって実に生き生きと楽しく遊
んでいます。園庭には子どもと先生と保護者の方達が協力して作り出した手 作りの遊具があふれています。
お父さんと遊ぶインディアン祭りは名物行事のひとつです。

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。

