第２４９８回例会報告議事録
日時 ２９年１０月２４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」
ゲ ス ト : なし
ビジター : 第10分区ガバナー補佐 大内 啓様
		 〃 ガバナー補佐幹事 小髙 潔様
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
来週は夜間例会ですので、参加される方は場所等間違えないようにお願いい
たします。家内も出たいと言っていたのですが、山口県でひとりで住んでいる家内
の９０歳の母親が家内の妹の姪が子供を生み、見たいとの事で家内が田舎に帰
って連れて来ることになり、夜間例会の方は欠席いたします。申し訳ないと思いま
す。
柏南クラブの猫田さんの明治大学のマンドリンクラブのチャリティーコンサー
トのチケット購入の観覧を今週も回しております。ぜひ聴きにきていいただけたらと思います。
１枚
２５００円です。
１１月７日の合同例会の時にチケットの受け渡しをしてくださるそうです。
最近、運転のマナーが問題になっているようですが、私も車にドライブレコーダーをつけようか
と思っています。
ドライブレコーダーをつけると車の中でカラオケの練習をしているのが全部録
音されるそうです。音声を止める機能もついているのかもしれませんが、
まだ確認していません。
１万５千円くらいが売れ筋で、
自分でもつけられるそうです。
ドライブレコーダーと共にカーナビもかなり年数がたっているので、買い替えようかと思っていま
す。最近ジャクサがみちびきという人工衛星を打上げたそうで、GPS衛星と言われています。その
衛星の運用が始まると飛躍的に精度が上がり、現在１０メートル程の誤差が、車が停止していると
５、
６センチ、走行中でも十センチ程度の誤差で済むそうです。私のナビなんかは、国道を走ってい
て側道に入ると、
まだ国道を走っているような状態ですので、新しい衛星の運用を楽しみにしてい
ます。
私は人工衛星の打ち上げとなると、
ちょっと気持ちがハラハラします。前いた会社で航空保険と
いうのがあり、打上げに保険がつくのですが、失敗すると５０億とか１００億とかの保険金の支払い
が生じます。保険代は年間、業界全体で５０億くらいですから、失敗すると２年分の保険代が飛ぶと
いうことになります。
人工衛星保険というものがあり、軌道に入らないと全損の扱いになります。人工衛星の運用は
だいたい１０年位なのですが、燃料を使いすぎて運用期間が７年とか８年とかになると短くなった分
だけ保険金を支払います。
みちびきというのは日本の上空を回る衛星です。静止衛星というのは地球の自転と同じ速度
で回っているのですが、下から見ると同じ場所に止まっているように見えるので静止衛星と呼びま
す。
運用が終った人工衛星の残骸をどうするかが今、問題になっています。運用が終って宇宙を回っ
ている人工衛星が２５００くらいあるそうです。静止衛星ですと３万６千キロの高さですが、運用が終
ると更に３００キロ高い所へ移動して、
そこで眠らせるそうです。地上には我々を待っている墓場が
ありますが、宇宙には人工衛星の墓場があるということです。
とりとめのない話で申し訳ありません。
ご清聴ありがとうございました。

ご挨拶

第10分区ガバナー補佐 大内 啓 様

いよいよ来月の７日にガバナーの公式訪問があります。今回は柏南クラブとの
合同になります。
ガバナーの公式訪問に際しまして、我孫子クラブから活動計画書をいただきま
した。歴史の重みを感じました。
会員の半数の方が５年未満の方で、
１年未満の方が７名いらっしゃいます。
ガバナーの公式訪問がどういう意味を持つかをガバナー補佐が２週間前に話
をしなければいけないそうなので、固い話になると思いますが少々聞いて頂きたいと思います。
国際ロータリーは３万５千のクラブと１２３万人のロータリアンからなっております。
国際ロータリーにはそれぞれのゾーンから１７人が選ばれ、会長とエレクトを含めて１９人の理事

がいます。
国際ロータリーの方針を伝えるのがガバナーです。ガバナーは世界から選ばれ５３４人います。そ
のガバナーは地区の中に地区委員を設け、
その地区の中に５〜７クラブくらいのブロックを作り分区
を作り、
その分区の長がガバナー補佐です。
ロータリークラブは国際ロータリーの加盟会員です。我々ロータリークラブは国際ロータリーの
方針を受け入れなければなりません。
ガバナーは地区のクラブをまとめて何かをやろうという職ではなく、
ＲＩの方針を正確に皆さんに
伝えると共に、皆さんの活動方針が我々が守らなければいけない定款に沿ったものかどうかを調査
するのがガバナーの公式訪問の意味合いになります。
クラブの理事会は最高の自主管理権を持っています。理事会がすべての議案に関する先議権
を持ち、
クラブ事項に関する理事会の決定が最終決定となります。仮に会長幹事がＲＩや地区等で
約束をしてきても理事会がこれを拒否すれば無効になります。
私は南クラブに属しており、例会日が同じ火曜日なのでなかなかお邪魔できませんでしたが、平
成９年に最初にこちらにお邪魔しました。非常に印象的な思い出があります。落合会長が例会を開
こうとしていたのですが、星野さんがいらっしゃいませんでした。星野さんから連絡があり、例会に出
ようと思ったら郵便局に強盗が入って、取り押さえて警察に突き出して、今事情聴取を受けている
とのことでした。それを聞いた時から、
こちらのクラブに親密感を持っております。
我孫子クラブの諸先輩方からこちらのクラブの良さをこんこんと教わりました。特に堺さんという
チャーターメンバーの方から「クラブの記録を大事にしろ」
「例会は厳しくしなさい」
「クラブの本筋
には職業奉仕の理念を取り入れなさい」ということを教わりました。
我孫子クラブは頑固でというような話を時々聞くのですが、私はそう思っていません。第１０分区
において国際的な社会奉仕活動を一番先に我孫子クラブが始めていらっしゃいます。我孫子クラ
ブはロータリーの方針に非常に真摯に向かい合ってこられたと思います。
今、新しい方がいっぱいいらっしゃいますが、
どうぞこの我孫子クラブの伝統をぜひ引き継いで
いただきたいと思います。偉そうな話で申し訳ありませんが、以上をもって卓話とさせていただきま
す。ありがとうございました。

ご挨拶

第10分区ガバナー補佐幹事 小髙 潔 様

時間が余ったみたいなので、附録の私がちょっとご挨拶させていただきます。
ガバナー補佐幹事というのは、金魚の糞、刺身のつま、
あるいは影です。
今日いきなり、時間が余りそうだから何かお話ししていただけたらとのことで、何
を話そうかと考えたのですが、何のテーマも思い浮かばなかったので、
身内のこと
を褒めるのもなんなのですが、今、
お話された大内さんのことについてちょっとお
話ししたいと思います。
今の卓話を聞いてわかるように、彼は人間的に本当に控えめな方です。彼の特徴としては知識
が本当に豊富です。
しかも自分の仕事には役に立たない知識がいっぱいです。例えば、松尾芭蕉、
応仁の乱を語らすとずっとしゃべり続けます。けれども、雑学的な知識というのは人生を楽しく送る
為の一番大きな要素になっているのではないかと思います。
うちのクラブではミスターロータリーと
呼ばれています。
ロータリーの原則的な所をしっかり掴んでいらっしゃいますが、
それにとらわれす
ぎないで臨機応変な対応も出来る方です。
今日これから夕方また一緒に食事をするのですが、
またおごってくれるでしょう
（笑）
余計な事をしゃべらせていただきました。ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田委員長
来週は親睦夜間例会（２５００回記念例会祝賀会）
を開催したいと思います。
よ
ろしくお願い致します。
場所：ヴァンダンジュ
（我孫子の北口）
時間：
１８
：
３０ 点鐘 １９
：
００ 懇親会
会費：
７０００円

出席報告

２２名出席（全員で２６名） 出席率８４.６１％
欠席者が４名。 業務の為：石原会員、今井会員、上村会員、志賀会員

渡邊委員長

会員増強委員会報告

小池委員長

時間が余ったみたいなので、附録の私がちょっとご挨拶させていただきます。
ガバナー補佐幹事というのは、金魚の糞、刺身のつま、
あるいは影です。
今日いきなり、時間が余りそうだから何かお話ししていただけたらとのことで、何
を話そうかと考えたのですが、何のテーマも思い浮かばなかったので、
身内のこと
を褒めるのもなんなのですが、今、
お話された大内さんのことについてちょっとお
話ししたいと思います。
今の卓話を聞いてわかるように、彼は人間的に本当に控えめな方です。彼の特徴としては知識
が本当に豊富です。
しかも自分の仕事には役に立たない知識がいっぱいです。例えば、松尾芭蕉、
応仁の乱を語らすとずっとしゃべり続けます。けれども、雑学的な知識というのは人生を楽しく送る
為の一番大きな要素になっているのではないかと思います。
うちのクラブではミスターロータリーと
呼ばれています。
ロータリーの原則的な所をしっかり掴んでいらっしゃいますが、
それにとらわれす
ぎないで臨機応変な対応も出来る方です。
今日これから夕方また一緒に食事をするのですが、
またおごってくれるでしょう
（笑）
余計な事をしゃべらせていただきました。ありがとうございました。

幹事報告

村越幹事
・昨日予定しておりました地区大会記念ゴルフは台風のため１２月４日
（月）
に延
期になりました。
・１１月７日
（火）
の合同例会について
点鐘 １２
：
３０
場所 クレストホテル柏
午前中に会長幹事の懇談会があります。次年度会長予定者の荒井エレクト、
幹事予定者の依田会員は１１時集合でよろしくお願いいたします。

ご挨拶

鎌田会員

閉会の言葉

服部会長

長い間お休みして大変申し訳ございませんでした。
報告を聞いていただきたくて時間を作っていただきました。
第一富士交通、
タクシー会社ですが９月２９日をもって廃業いたしました。
栗原ですが、
アルコールが度が過ぎてしまって鎌ヶ谷の病院に強制的に娘に入
れてもらいました。お見舞いも身内しか行けないそうで、私もまだ見舞いに行って
いません。娘が病院に行ったのですが、家にいた時よりはふっくらしていて良くなっ
たそうです。ただ、
ボケは進んでいるようです。
楽しい話としては、故植崎さんと病院から二人でゴルフに行ってきたと話をしていたそうです。植
崎さんはずっと社長のそばにいてくれてるのかなと、
よかったですと娘は話したそうです。
私の方は今年一杯は休ませてもらい、来年から就職を考えようかなと思っていますが、あと２年
で大台ですのでアルバイトでもなんでもいいかなと考えています。自分が食べる分だけは稼いで行
きたいなと考えています。
今年の初めから畑を借りて野菜作りを楽しんでいます。石原会員のピアノ教室の生徒でもある
ので１週間に１回教室に通っています。着物の着付けをインターネットで見て勉強したり、内職をし
たり、毎日忙しく過ごしています。
主婦となるとロータリーさんにはなかなか顔を出せなくなりますが、我孫子で私を見かけたら是
非是非お声をかけてくださいませ。昼間だけつくばの自宅の方にいますが、夜は我孫子の方にいま
すので、
なんだったら声かけてください。

今日は大内ガバナー補佐様、小高ガバナー補佐幹事様、
ありがとうございました。
仁子さんもピアノのレッスンを例会の日に合わせるとか可能でしょうか。変わらず顔を出していた
だけたらと思います。
来週は家族夜間例会、再来週はクレストホテルでの合同例会、
ガバナー公式訪問になります。
皆さん健康には気をつけられて、元気に例会の方に顔を出していただきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
ガバナー補佐
１１月７日の公式訪問よろしくお願いします。
大内様
大内ガバナー補佐様、小高補佐幹事様
服部会長
卓話ありがとうございました。
村越幹事 大内ガバナー補佐、小高補佐幹事ありがとうございました。
会員の皆様の幸福を祈ってます。
鎌田会員
ありがとうございました。
佐藤会員 台風一過 久しぶりに青空です。
鈴木会員 先日 武蔵ＣＣ笹井コースＩＮで３６が出ました！
！嬉しいです。
藤本会員 大内さん、小高さん、ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１１,０００円
１２４,０００円

今週の表紙「手賀大橋」

手賀大橋（てがおおはし）は、柏市と我孫子市を結ぶ 橋で、手賀沼のほぼ中央に位置しています。橋のデザ
インは“水鳥のはばたき”をイメージしています。
橋を挟む我孫子市側には「手賀沼親 水広場」、「鳥の博物館」、柏市には「手賀の丘公園」などの施 設があ
り、水と自然の中で癒しのひとときを過ごす事ができます。

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。

