第２５０８回例会報告議事録
日時 ３０年１月１６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 : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
改めて、
あけましておめでとうございます。本年一年もどうぞよろしくお願いした
いと思います。
先週は佐藤先生の旭日双光章受章のお祝いを兼ねた新年例会を角松旅館で
開催し、
たくさんの皆様にお集まりいただきまして賑やかに実施できたことを嬉し
く思います。親睦委員会の皆様にお骨折りいただいて、
ビンゴゲーム等企画して
いただきまして、
ありがとうございました。
私事ですが年末ジャンボを３組３０枚買いました。
７億円は欲張りだなということでジャンボミニと
いう５０００万円のものを買いました。更にミニの下にプチというのがあって、
１等が７００万円なので
すがバラで買いましたが、全部はずれました。
家内が田舎に帰っていて一週間自炊しているのですが、年末にもらったネギが腐りかかっていて
鍋に入れたら、宝くじは当たらずネギに当ってお腹を壊してしまいました。皆様にとっては良い１年に
なることを祈念しております。
前田会員と柳田会員が新たに入会してくださり、我孫子クラブは２７名での新年のスタートになり
ます。小池会員増強委員長が更に上を目指しておられますので、年度が終る頃には会員が増えて
いる事を期待したいと思います。
私も村越幹事も、期間としてはまだ半分残っているのですが、気分としては７割位終ったような感
じがしています。後任の会長幹事はこの１月くらいからガバナー補佐からお呼びがかかって来年度
どうするか、
という準備が始まります。
どうぞよろしくお願いします。
お正月なので小話をひとつやらせていただきます。
町を歩いていると、向かいからお坊さんが二人やってきました。それを称して、
おしょうがツー、
と
申します。自分で言ってもバカバカしいと思いますけれども、残り半年、気持ちを引き締めて務めさ
せていただきますので、
よろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

米田委員長
６月３日
（日）、
４日
（月）
に旅行を企画しております。理事会で了解を得られれば、
皆さんの方にご案内して出欠の確認を取りたいと思います。参加の方よろしくお
願いいたします。
今日は４名の方、今井会員、石原会員、関根会員、瀧日会員のお誕生日をお祝
いしたいと思います。

瀧日会員より
先月の２３日に天皇陛下が８４歳になられました。わたしは天皇
陛下のひとつ下で８３になりました。仕事の方はほとんど息子に任
せていますので、悩みもストレスもあまりないのですが、今一番の
悩みは体重です。今、８１キロです。身長は１７３センチあったのが
１７０センチに縮みました。脊椎が３０個くらいあるのですが、その
軟骨が１ミリ縮むとちょうど３センチ減るので、それかなと思ってい
ます。かつては１７３で６３キロでスリムだったのですが、見る影もなくなりました。
ひとつだけ自慢出来るのは歯です。全部自分の歯です。
天皇陛下は来年ご退位ですので、私もそろそろご退位かなと思うのですが、もう少し頑張って
いこうかなと思っています。ありがとうございました。

今井会員より
本日はありがとうございます。１月２日が誕生日で、いつも箱根の
ゴール地点で市長と一杯飲みながら誕生祝いをさせていただいて
おります。７０になりまして古希を迎えました。ついこの間還暦を迎
えたなと思ったら、あっという間の古希でございます。
私も自慢出来るのは歯です。星野順一郎市長が歯医者を開業し
た時に行ったら歯石がたまっていて取ってもらいました。そのおかげ
で今も歯が揃っているのかなと思います。
仕事は働けるうちはしっかり働いて、あとはのんびり過ごそうと思います。ゴルフもクラブを買
いました。少しでも小池会員に追いつけるように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
石原会員より
今日はお誕生祝いをありがとうございました。私も１月２日生まれ
です。未年です。
２日に家族でお祝いをしてくれました。娘がバースデーケーキを買
ってきてくれました。ろうそくが数字で、４歳になる孫が「３と６だ」
と言ってくれて、
「そうよ、３と６よ！」と言い聞かせてしまった私が
いました。これからも元気に頑張りたいと思います。よろしくお願い
いたします。
関根会員より
本日はお誕生日のお祝いをありがとうございます。
私は１年前に入会させていただいて、入会早々にお祝いをしてい
ただきました。昨年は年を言わなかったのですが、入会された方の
情報がファックスで皆さんのところに届いているという事を最近気
づきました。依田会員と同じ年です。
１月６日生まれなのですが、今年は当日、病院にいました。同居の
母が年末に夜中に苦しくなって救急車で運ばれて、心不全、弁膜症で年明け早々４日に手術でし
た。いい先生だったので手術は全然心配していなかったのですが、術後、ちょうど６日あたりは幻
覚がひどく、お祝いどころではありませんでした。本日は皆さんにお祝いいただいて本当に嬉しく
思っています。
私も去年は入院したりとか、年末にはインフルエンザにかかったりと病気にいろいろ縁があっ
たので、今年は仕事もストレスなく、気持ち良くできるように１年を過ごしたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

父の訃報について

依田会員
新年会に参加できなくてすみませんでした。
父が１２月３０日に亡くなりました。
２年前に母が亡くなり、
ずっと一人暮らしをして
いたのですが、兄が１２月３１日に柏の自宅に行ったところ、
チェーンの鍵が閉まっ
ていて開かず、救急隊を呼んで入ったらトイレで亡くなっていました。僕も呼ばれて
すぐ行って、その辺の状況は見る事ができました。
トイレで前の日の夕方７時に心
不全でなくなったのではないかということでした。
一人暮らしになってから、僕はマスオさんなので家になかなか呼べないし、兄貴も忙しくてなかな
か面倒が見れなかったのですが、健康状態はそんなに悪くはなかったのでまだ５、
６年は生きるのか
なと思っていたのですが、突然こんなことになって逝ってしまいました。
ありがとうございました。

出席報告

２３名出席（全員で２７名） 出席率８５.１８％
欠席者が４名。
業務の為：志賀会員、倉持会員、柳田会員、湯下会員

「にこぴりおん 新春ランチタイムコンサート」のご案内

渡邊委員長

石原会員
大事なお時間をいただきまして、
ちょっとＰＲをさせていただきます。
新春にふさわしいコンサートを企画いたしました。我孫子市を音楽で元気にし
たいと思っております。二胡とピアノのアンサンブルで、
ランチのコンサートです。
どうぞご家族やお友達、
お１人でもご参加ください。
二胡というのは中国の弦楽器で弦がたったの２本です。弦楽器はほとんど４本
です。演奏者の太田さんという日本人の方は中国でずっと勉強されて、中国人の
奥様を迎えて日本に今いらっしゃいます。
ピアニストの岩佐映理さんはうちのピアノの先生です。
ランチ付きの企画です。お申し込みの方は私の方にお願いいたします。
日時 １月２８日
（日）
１１
：
００〜と１３
：
３０〜の２部構成
場所 リストランテ・プレッツァ

循環バスの運行について

今井会員
古希を迎え、何か我孫子市民の皆様のためにできることはないかと考えていた
のですが、我孫子市の行政機関を結ぶ交通手段がないというお話があったので
循環バスの営業を阪東バスさんのご協力をいただいて２月１日から始めることに
なりました。
ルートは、天王台駅北口→水の館→市役所→水道局→教育委員会→
天王台駅北口。
時間は天王台北口発９
：
００、
１０
：
００、
１１
：
００、
１５
：
００、
１６
：
００、
１７
：
００の１日６便です。
料金は大人は２００円、子どもは１００円で乗り放題です。
またロータリーの皆さまのお力添えをいただければありがたいなと思っております。
まずはご報告まで。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

米山について

鈴木会員
以前カウンセラーをしていましたモンゴル出身のネルグ・バトヤさんとその後も
メールとかを通して交流を続けています。彼女は中央学院で修士を取って、今は
サンフランシスコに留学に行っています。
２年前に第１子の女の子が生まれ、昨年
１０月４日に二番目の子、男の子が生まれたそうです。
この前、ハワイからアトランタに行く時に寄れたら行くねと言っていたのですが、
便がうまくいかず行けなくなり、泣きながら電話がかかってきました。僕も心残りで
いつかまた行かなきゃと思っています。
米山の留学生との交流はカウンセラーたちの心の中に深く染み込んでいるということを、
おとと
いの新年会でも感じました。
２月２０日にカンボジアの男の子と中国の徳ちゃんと徳ちゃんのお友達の３人に少しお話をしてい
ただこうと思っています。
留学生との時間は３月でおしまいですが、米山の子たちの思いや米山がどういうものであるかを
噛みしめてもらえる時間になるといいのかなと思っています。
その後、
うちの幼稚園で徳ちゃんがご自慢の水餃子を作ってくれる予定になっています。
ご興味
ある方は食べに来てください。
ありがとうございました。

幹事報告

村越幹事
・本日の例会終了後に理事会を行います。理事の方はそのままお残りください。
・船橋西ＲＣの５０周年のご案内 ４月２１日
（土）
・地区よりスリランカセミナー開催のご案内 ２月１７日
（土）
先日のスリランカ大使の講演を受けて、
スリランカに興味がある、
スリランカで
奉仕をしたい、
または事業を拡げたい方達のために、有志による、
スリランカにつ
いてのセミナーを行うことになったそうです。

閉会の言葉

服部会長
インフルエンザとノロウイルスが流行っているそうですので、十分注意して頂きたいと思います。
来週もまた元気に例会に参加してください。

ニコニコＢＯＸ

前回（２５０７回）例会分
お名前
メッセージ
高島会員 明けましておめでとうございます。
今回分

お名前
服部会長
村越幹事
石原会員
今井会員
鈴木会員
関根会員
瀧日会員
藤本会員
前田会員
依田会員

金 額
３,０００円

メッセージ
この１年元気で頑張りましょう。
禁酒継続中です。
誕生日のお祝いありがとうございました。
２８日 コンサート 皆様のご参加お待ちしています。
お誕生お祝ありがとうございました。
２月１日より、天王台北口から水の館〜市役所〜水道局の順で
路線バスの運行をいたします。
よろしくお願いします。
新年もよろしく
！
！
お誕生日のプレゼントありがとうございます。
誕生祝ありがとうございました。
瀧日さん、今井さん、石原さん、関根さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございました。
２ 回 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２２,０００円
２０４,０００円

今週の表紙「延命寺」千葉県我孫子市布佐2318番地
文禄2年（1593年）に創建された真言宗のお寺です。大和国の法隆寺から虚空蔵菩薩を迎えて創建されま
した。眠病治療の御利益あらたかで人々の信仰も篤かったと伝えられています。我孫子、柏、取手にまたがる
「 新四国相馬霊場八十八箇所」の第二十四番札所です。

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。

