第２５１１回例会報告議事録
日時 ３０年２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」
ゲ ス ト : 陳徳思さん（米山奨学生）
ビジター : 地区幹事長 神野美明様（柏RC）
S . A . A . : 福武会員

会長挨拶

服部会長
今年は３０年振りとも５０年振りともいわれる寒い冬と言うことになっています。
先々週、家内が志賀高原にスキーに行ってきたのですが、
スキー場の温度計が氷
点下２０度だったそうです。指の先が痺れて、今まで経験したことがないような寒
さだったと言っていました。
私の田舎は金沢県の石川市で、今朝のニュースに映っていたのですが、一晩
で５０〜６０センチ雪が積もったそうです。関東に住んでいる人は大変恵まれてい
ると思います。高校を卒業して金沢を離れたのですが、冬場に金沢に帰ると必ず雪か雨かみぞれ
で、金沢では弁当は忘れても傘は忘れるなという言い伝えがあるくらいです。
関西の方は日本海に近いので関東よりは雪が降る頻度は高いです。関東は北に谷川連峰があ
り、
その西の方には志賀高原があり、北からの雪雲をブロックしています。冬場に北西の季節風が
吹きますが、西の方には南アルプスがあるとかで雪雲が流れてきません。関東で雪が降るのは、寒
気が流れてきた時に太平洋、東京に近い所に低気圧が西から東に通った時、
と決まっています。
金沢を離れて最初は神戸に行ったのですが、連日晴れが続くので、
これは何かの間違いじゃな
いかと思うほどでした。
関東は冬場でも天気がよく、足元の心配もなく、
ゴルフや釣りもできて非常に恵まれた環境の中
にいるとつくづくと感じる次第です。ちょっと寒いですが、北陸に比べれば車の運転に支障もない
ので、結論は例会に是非お越しくださいということです。
今日は地区幹事長の神野さんがおいでですが、
２月２５日に地区大会がホテルニューオータニで
開催されます。
１８名の参加予定でバスをチャーターする予定です。お手伝いの関係で集合時間
が早くなりますが、寒さに負けずご参加いただきたいと思います。
３月には１０分区のＩＭ、合同例会があります。多くの皆さんに登録をお願いしたいと思います。
今日は例会後に理事会がありますので、理事の方はよろしくお願いいたします。
今日は村越幹事は商工会の旅行でお休みです。依田会員が幹事を代行してくださり、福武会員
がＳＡＡを務めてくださっています。
何よりもインフルエンザにかからないように気をつけていただきたいと思います。今日の午前中
に銀行の方とお客さんの所に行く予定だったのですが、
インフルエンザにかかられて日延べになっ
てしまいました。銀行のある支店は全滅とのことです。ぜひお気を付けいただきたいと思います。

ご挨拶

神野美明 様
地区大会が今月の２４日
（土）、
２５日
（日）
に開催されます。
２５日に１０分区内の
各クラブの皆様にお手伝いをお願いしなければならず、本来ですと実行委員長や
ガバナーから会長幹事の会等でお願いしなければならないのですが不手際がご
ざいまして、他クラブからお叱りを受けました。
厚かましく、
また、急な事で申し訳ありませんが、
２５日の早朝よりお手伝いをお
願いしたいと思います。ほとんどが外での仕事になろうかと思います。お呼びをし
ておいて、一番辛い所へ配属という事になり、
申し訳ございません。何卒宜しくお願い致します。

陳徳思さんへ米山奨学金を授与

地区幹事長

ご挨拶

米山奨学生

陳徳思さん

ご挨拶 米山奨学生 陳 徳思さん
奨学金ありがとうございました。
１月２８日は石原さんのコンサートに無料で入場させていただき、
ありがとうござ
いました。
ニコという中国の楽器に対するイメージは、悲しく、
ちょっと寂しいという感じで
したが、
コンサートでピアノとニコとの合奏を聴いて、楽しい、嬉しいという感じも
受けました。素晴らしいと思います。次の機会があればまた行きます。
よろしくお願いします。
再来週の火曜日は他の奨学生がお二人こちらに来ます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田委員長
今月はお誕生日の方はいらっしゃいません。湯下さんが１１月がお誕生日なので
すが、
いらしていないので、
もしお会いする機会がありましたらお声かけしていただ
ければと思います。
旅行の件ですが、当初の計画では、
ご夫婦は一部屋ずつと思っていたのです
が、
ご夫婦で泊まる事は不可能になるかもしれません。それだと参加できないとい
う方がいらっしゃいましたら言っていただきたいと思います。

出席報告

幹事報告

渡邊委員長
１７名出席（全員で２７名） 出席率６２.９６％
欠席者が１０名。
業務の為：荒井会員、伊東会員、今井会員、上村会員、佐藤会員、志賀会員
藤本会員、村越会員、湯下会員
病気療養の為：松本会員

依田次年度幹事
次年度幹事の依田です。今日は村越会員の代理で幹事報告をさせていただき
ます。名刺もいただき、明日は次年度の会長幹事会があり、
プレッシャーを感じ少
しビビっております。
ここのサイズも少し狭くて、
７月までには僕の方が合せようか
なと思っております。
（日）の地区大会には１８名出席の予定で、バスの時間は追ってご連絡い
・２５日
たします。
お手伝いの１０名は若手を中心に選抜させていただきます。
ご協力の方よろしく
お願いいたします。
・本日理事会がございますので、理事の方はお残りください。
・例会変更のお知らせ
松戸北ＲＣ ２月７日
（水）→２月９日
（金）
ＩＭに振替
				 点鐘：
１２
：
５０
場所：松戸商工会議所５Ｆ
			
２月２１日
（水）→２月２５日
（日）地区大会に振替
				 点鐘：
９
：
３０
場所：ホテルニューオータニ幕張
松戸東ＲＣ ２月９日
（金）
				 第１２分区５クラブ合同例会及びインターシティ・ミーティング
				 １１
：
４５ 登録開始 ※１２
：
３０まで食事
				 １２
：
３０〜１２
：
５０ 合同例会
				 １２
：
５０〜１５
：
３０ インターシティ・ミーティング
				
場所：松戸商工会議所５Ｆ
		 ２月２３日
（金）→２月２５日
（日）地区大会に振替
				 点鐘：
９
：
３０
場所：ホテルニューオータニ幕張

３分間スピーチ
「自己アピール」

柳田会員
東京の品川区で生まれ、
５歳の時から我孫子の湖北台で育っています。我孫子
で育ったあびっこです。
４年前に起業して、東京にも店を作っているのですが、我孫子にお世話になって
いるので恩返しをしたいと思い、我孫子に本社を置いております。お店を増やす
予定もありますが、
ここから本社を変えるつもりはありません。ですから、
このクラ
ブにもお世話になります。
どうかひとつ仲良くして頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。
昭和４４年生まれで今年４９歳になります。現在は３店舗やっていますが、
５０歳までには５店舗に
したいと思っています。車の買取販売のアップルという会社をＦＣでやっています。
我孫子を中心に今後も頑張りたいと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。
前田会員
柳田さんの次で、
だいぶハードルを上げられたなという感じなのですが、私のや
っている仕事は自動車の板金修理がメインです。
カーコンビニクラブというフラン
チャイズの看板でやっているので、安く早くというお客さまが多いです。
二十歳で専門学校を卒業してから、転々と修理工場で務めてきたのですが、一
番長かったのは全損車を再生してオークションに出すような会社でしたので、通
常では直せないような損傷でも修理で直してお客様にご提案して、思ったより安く直ったと満足し
ていただけるように努力してやっている所です。
３年前に新木の方に開業しました。昨年、取手の方にもう１店舗を出しエリアの拡大をして、
なん
とかやれている状態です。
修理の台数が多くても鉄板を直せる職人がいなくて、私自身が作業をしなければいけないシチ
ュエーションがかなり多く、夜中まで仕事をしています。休みもあまりなく仕事をしているので、
それ
を改善できるようにしたいと思っています。
私も我孫子から移動するつもりはないので、
どうぞよろしくお願いいたします。

閉会の言葉

服部会長

今日は神野さん、
ご足労いただきまして、
ありがとうございました。
徳ちゃん、進路は決まっていますか。節目節目で結論を出して前へ進んで行くのが人生ですか
ら、頑張っていただきたいと思います。
寒い中、皆さん、例会にお運びいただきましてご苦労様でございます。インフルエンザに負けない
ように来週もぜひお集まりいただきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
服部会長
鈴木会員
前田会員

メッセージ
インフルエンザに負けずに頑張りましょう。
先週 例会お休みしました。
ありがとうございます。

当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
３,０００円
２２６,０００円

今週の表紙「高野山桃山公園」千葉県我孫子市高野山454番地1号
手賀沼を一望できる高野山桃山公園は、緑と眺望を楽しむ高台と、緑を保存再生した斜面林、湧水を使って復
活させたビオトープの３つのエリアで構成されています。眼下に手賀沼を見下ろす南向きの丘陵地は、市内でも
屈指の絶景ポイントです。展望台のある場所は我孫子市最古の前原古墳が見つかった場所でもあります。

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。

