第２５０２回例会報告議事録
日時 ２９年１１月２１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」
ゲ ス ト : 八日市場RC 川口京子 様
ビジター : 大相撲柏場所 実行委員会
		 実行委員長 永井明慶 様
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
本日はメイクアップに八日市場ＲＣの川口京子様がお見えです。
２７９０地区す
べてのクラブをメイクアップで数年かけて行かれると言う前人未到の壮大な目標
を立てていらっしゃいます。今日が２７クラブ目だそうです。
先日の理事会の報告をいたします。
１２月５日は年次総会を行い、来年度の役員理事を選出いたします。
１２月３日
（日）
は手賀沼ふれあい清掃に参加することに理事会で決めました。
ご
都合のつく方は家の方も含めて是非参加していただきたいと思います。ジャンパーを着用して、
８
時半に手賀沼の公園広場にお集まりください。清掃用具や軍手は用意いたします。
定款についてはガバナー公式訪問の懇談会で指摘され、差替えを作成しました。次回の理事会
ではかった上で皆さんに配布したいと思います。
佐藤会員が秋の叙勲で保健衛生に対する貢献で旭日双光章を受けられました。
クラブとしても
大変光栄に思います。おめでとうございます。佐藤先生のご意向を伺った上で、
クラブとしても何ら
かの形でお祝いをしたいと思います。
今月はロータリー財団の月です。年次基金への寄付について回覧させていただきました。財団
の主旨は先週、松本会員よりお話があった通りです。
どこかで誰かが財団の資金を使って奉仕活
動をしています。今月で寄付を〆切り、年内に送金して完了させたいと思っています。

大 相撲柏場所 に つ い て

大相撲柏場所実行委員長 永井明慶 様

本日は貴重な時間をいただきまして、
ありがとうございます。
来年４月１８日
（水）
・１９日
（木）
に柏市中央体育館で行われる大相撲柏場所の
ＰＲに来させていただきました。今、大相撲はいろいろ騒がれておりますが、大相
撲巡業を通じて、東葛地域が盛り上がればと思っております。
４月２０日に第１回目の柏場所が
行われましたが、
３１００席が満席に
なり、高齢者の来場が６割くらいを占め、幅広い世代
の方々に喜びと感動を与えられたと思っております。
来年のチケットが手に入りにくいというご意見を多数
いただいた関係で２日間にしました。巡業というのは
通常、朝８時から午後３時に終るのですが、
１日目の４
月１８日に関しましては小学生等が学校の後に見に
来れるように１２時スタートの夜７時に終るナイター
場所にしました。
チケットの一般販売は１月１３日からの予定ですが、
ご協力いただきます方々には先行販売ということで
１２月１日から購入可能になります。我孫子市さんにも
３００枚を優先的に用意しております。
ご協賛やチケットの収益の一部から高齢者へのチ
ケットの寄贈も考えております。
ご協力の方をよろしく
お願いいたします。
昨年は相撲協会から力士、親方、呼び出し、行司
の方々が合計２８０名、柏市にいらっしゃいました。前
泊もされますので、
さまざまな経済効果を生む事がで
きました。その経済効果を近隣都市につなげられれ
ばと思い、今回こういう形でご案内させていただいて
おります。

我孫子には黎大（れおん）君というお相撲さんがいます。柏に相撲場があり、私も指導者として
管理しているのですが、我孫子に土俵がないので柏まで来ている子もいます。教育の中で子ども
達が何かをやるチャンスを広める第一歩にもなれればと思います。
ぜひ大相撲柏場所を通じて色々な所にプラス効果が生まれるように皆さまのご協力をいただき
たいと思います。本日はありがとうございました。

ご挨拶

八日市場RC 川口京子 様

読めない、書けない、
どこにある、
そんな匝瑳市（そうさし）、第７分区、八日市場
ロータリークラブから参りました川口京子と申します。本日はメイクアップで遅刻を
してしまいまして申し訳ありません。
八日市場ロータリークラブは昨年５５周年が終りまして、今年度はガバナー公式
訪問が無事終わりホッとしているところです。会員数は３８名です。昨年は５０代の
メンバーが亡くなり、現在、病気療養中のメンバーがいる中で、元気に例会に参
加できることはいいことだなと思い、千葉県内８３箇所あるクラブを全部回ってみようかなと思い、
回らせていただいております。
私は入会８年目で今年はＳＡＡを担当しており、次年度は幹事をさせていただく予定です。
よそのクラブを回ると、暖かく受け入れてくださるのはもちろんですが、大変参考になります。今
年初めてうちのクラブも４つのテストをやりました。席替えもくじ引きでやるようにしてみたり、参考
になることが多いです。 今日はよろしくお願いいたします。

秋の叙勲について

佐藤会員

今まで叙勲なんて人ごとだと思っていましたので、全く関心がなかったのです
が、今回初めて叙勲についての新聞記事を読んだような次第です。
今年は医療関係者の中では千葉県の中から２名選抜されました。
１１月８日に
家内と皇居へ参内して、春秋の間というところで陛下のお顔を拝見してお言葉を
いただいて帰ってきました。
この度、初めて陛下を１メーター半くらいの距離で拝見しましたが、
どことなくオ
ーラというか、優しい目をされているのですが、光るものを感じました。
その日は厚生労働省関係の方だけでした。
１１月いっぱい、
ずっと他の省庁の叙勲の行事をされ
るのではないでしょうか。陛下は本当に大変なことをされているなと思いました。
なんで私が受けるようになったのか不思議です。大阪弁で言えば「なんでやねん」という感じで
す。毎日それだけ思っていました。理由が全然わかりません。千葉県の医師全体の代表として、
た
だもらっただけだと思うようにしています。ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田委員長
１２月３日
（日）
に夜間例会を行いますので、出欠の確認がまだの方はよろしくお
願いいたします。

出席報告

渡邊委員長
１７名出席（全員で２６名） 出席率６５.３８％
欠席者が９名。
業務の為：荒井会員、伊東会員、今井会員、上村会員、鈴木会員、関根会員、瀧日会員、湯下会員

幹事報告

村越幹事
・１２月４日
（月）の地区大会ゴルフ大会に参加される皆さん、
ありがとうございま
す。
よろしくお願いいたします。
・来週１１月２８日の卓話は外部卓話です。米田会員のご紹介でプロスノーボー
ダーの荒井善正さんという方に来ていただきます。

卓話

福武会員

入会して２回目の卓話になります。初回は自己紹介で概ね乗り切ったのですが、
今回は毎週ご用意させていただいている週報の用紙についてお話したいと思い
ます。
この紙は通常の紙ではなく、紙を使う事で森林組合の間伐の費用になるという
形で地域貢献、社会貢献になっている紙です。
紙というのは多種多様な種類があります。
極一般的に日常で使用されている紙はコピー用紙などの情報用紙ですが、
その他に新聞紙、出
版関係のカタログや画像写真等を鮮明に商品として販売するような紙、包装に使う紙、家庭でトイ
レットペーパーで使う紙等あるのですが、週報で使わせていただいている紙は印刷用紙という形
の分類になります。
どのような形で地域貢献になっているのかというと、組合が１９９１年に環境ＮＰＯオフィス町内
会という組織を立ち上げられ、全国に５箇所、間伐に適した場所を設けました。北海道、岩手県、長
野県、神奈川県、岡山県が伐採場所として設けられています。
間伐をして森林の環境整備をしなければ、大雨や台風などで土砂災害が起きやすくなります。
太陽光を山に注ぐために間伐をします。間伐しているのは赤松の木がメインになっています。
高齢社会のために作業員の人員確保もむずかしく、間伐した後、移送するために山の中の道路
の開設も行わなければならず、販売価格ではまかないきれない費用がかかってしまいます。補助金
と販売費用で足りない部分を、通常値段の１０％アップした価格で紙を購入してもらい、森林組合
の方に寄付します。
間伐にかかる費用というのは、
１.８ヘクタールで２００万程度、作業費、開設費等で２、
３０万、移
送費で１００万程度かかります。
間伐サポーター企業として貢献するためには登録が必要になり、我孫子ロータリークラブとして
登録しています。
２００９年９月の時点で間伐サポーター企業は９２社でしたが、現在は２６１社まで増
大しています。上場企業さん以外にも小規模な会社も取り組んでいます。最近は自主出版される
個人のサポーター方のもいらっしゃいます。
間伐に寄与するための用紙は年間で１０１トン、製品重量として使用されています。
毎週ご用意させていただいている週報もこういった形で地域貢献、社会貢献のひとつになって
います。ありがとうございました。
質疑応答
Ｑ：間伐を使った用紙の品質なのですが、上質紙やコート紙等ありますが、
どのようなものなのでし
ょうか。
Ａ：コート紙の中でもマット紙という紙を使用しています。光沢の塗布量によってコート紙、
アート紙、
スーパーアート紙等に分類されています。
Ｑ：半紙等の和紙は？
Ａ：和紙は作り方が違ってきます。同じマット紙でも、国内製紙メーカーの大手さんがいろいろありま
すが、最近は海外のアジア系のメーカーの紙の輸入が多くなっています。海外のものは手触り
が粉っぽいです。
Ｑ：紙の種類によって丈夫さというのが違ってくると思うのですが、和紙が一番持ちがよいのでしょ
うか。
Ａ：保管形態にもよりますが、
コピー用紙や上質紙の方が耐久年数は低いと思います。官庁関係さ
んが使っている耐久性のある紙は限られた所でしか製造されていません。ただ、最近では耐久
性の低い紙は数少なくなってきていると思います。

閉会の言葉

服部会長

今日はメイクアップ、卓話とありがとうございました。
私も職業柄紙を使いますが、確かに、権利書にするものは和紙で作っています。個人の方の権
利書は亡くなると相続で次の方が引き継がれるので新しい権利書になりますが、企業が所有者の
場合は、永久にその権利書が使われます。何年持つのか、神のみぞ知ることであります。

ニコニコＢＯＸ

お名前
八日市場RC
川口京子 様
服部会長
村越幹事
佐藤会員
塩毛会員
高島会員
藤本会員

メッセージ

やっと届きました。本日はメイクアップに来させて頂きました。

金

額

１,０００円

八日市場クラブの川口様メークアップありがとうございました。
１,０００円
福武さん 卓話ありがとうございました。
１,０００円
前回休ませていただきました。
１,０００円
子供が結婚してホッとしました。
２０,０００円
休会が続きました。
１,０００円
佐藤先生 おめでとうございます。
１,０００円
当 日 計
２６,０００円
今期累計
１５８,０００円

今週の表紙「志賀直哉邸跡」我孫子市緑2丁目7番

白樺派の文豪、志賀直哉が8年間暮らしていた邸宅の跡です。志賀は大正4年（1915年）に友人の柳宗悦が
住む我孫子に移住し、大正12年（1923年）までここで過ごしました。「城の崎にて」「和解」「小僧の神様」
「暗夜行路」等の名作はここで生まれました。
現在は茶室風の書斎が残るのみですが、すぐ隣に母屋の間取り図が実寸大に再現されています。平成23年
に我孫子市の指定文化財になりました。

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。

