第２５２７回例会報告議事録
日時 ３０年６月１２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 : 大内ガバナー補佐（柏南ＲＣ）
		 小髙ガバナー補佐幹事（柏南ＲＣ）
ビジター : なし
S . A . A . : 倉持会員

会長挨拶

服部会長
先週、第１０分区の会長幹事の新旧の引継式がありました。当クラブの新旧交
代式まで会長を務めさせていただきます。
昨年まで当クラブの会員でいらっしゃった東邦病院の藤尾会員が６月６日に亡く
なられたそうです。詳細については幹事の方から報告させていただきます。
先週は親睦旅行でした。女性が６名、男性が１０名で１６名、バスで行って参り
ました。山の風景を楽しむという主旨の旅行でした。大変晴天に恵まれ、南は富
士山から、北は北アルプス、富山の立山まで３６０度の展望を得る事ができました。美ヶ原の標高は
２千ちょっとですが、
そこまで汗ひとつかかず、バスで行けるということで、足の少しおぼつかない方
でも行けます。
私も昔、山をやっていたのですが、
５、
６年前から山がゴルフに変わって、
ストックの代わりにクラ
ブを持つようになりました。何ひとつ苦労しないで、最高の風景を手にするということができ、
ロータ
リー冥利に尽きると思います。幹事の米田会員をはじめ、親睦委員の皆さんにご苦労をおかけしま
した。大変いい旅行でした。
今日は、ニュースは全て米朝会談です。
１年前には想像もできなかったです。
トップが変わると状
況が変わり、空気が変わり、米朝会談が実現しました。
トップが変わるということは良いことだと思
います。我孫子ロータリークラブも７月から荒井会長に変わります。私は前例踏襲でそんな変わっ
たことはなかったのですが、荒井会長には是非、前例を打破して米朝会談に匹敵するようなクラブ
の運営をやっていただきたいと思います。婚活支援パーティーの話は他のクラブでも関心を持って
見ておられます。来年度の大きな行事として、
クラブをあげて皆でやっていければと思います。
私事ですが、先週の土曜日に高校卒業５０周年の記念の同窓会が金沢でありまして行って参り
ました。団塊の世代は２２年、
２３年、
２４年の３年間で８５０万人の子どもが生まれました。今は１年で
１００万人を下回っています。
１学年６００人いて、住所が分る人が４５０人、実際に来た人が１４０人
で約３分の１来たそうで、出席率の良い同窓会でした。
クラスの担任は８２歳でしたがお元気でした。体は小さくなったなと思うのですが、髪の毛はふさ
ふさで、
白髪が半分くらいで、同級生でつるつるの人が並ぶとどちらが先生かわかりませんでした。
同窓会に行くといつも思うのですが、女性は容姿とかについてマメにされますので面影がはっき
りわかるのですが、男の人というのは歯は抜けたら抜けたまんまだったり、体や身なりの手入れをや
らないので劣化が激しいです。
帰りにタクシーに乗ったのですが、
ここ２、
３年で観光客の方が変わってきていて、以前は中国、
韓国、台湾の方が多かったのですが、最近は欧米系の人が多いそうです。英語圏の国じゃない人
の英語は聞き取れず、会社から「ワンスモア」と「プリーズ スピーク スローリー」の２つを習ったそ
うです。
トップが変わっても変わらなくても金沢の町は変わってきているなと思います。
ここのところ、胸が少しウキウキしています。
ウキウキの理由はもちろん言いませんが、
そういうこ
とです。一方でウキウキ出来ない方もお二人いらっしゃいます。
１年たてば、今の私の状態のように
ウキウキした気持ちを楽しむことができますので、荒井さんには是非がんばっていただきたいと思
います。

ご挨拶

柏南 RC 大内ガバナー補佐
本日は小髙補佐幹事と共に最後のご挨拶にお伺いさせていただきました。
服部会長、村越幹事、我孫子クラブの皆さん方には分区の行事に積極的にご
協力いただきまして、誠にありがとうございました。先週には次年度のガバナー補
佐、柏の溜川さん、各クラブの新旧会長幹事さんの引継式を行いまして一段落
し、
ホッとしている所でございます。
今年度のロータリーのテーマは「ロータリー 変化をもたらす」でした。果たして
皆さんはロータリーからどのような変化をもたらされたでしょうか。

ロータリーは持続可能な奉仕活動を旨として推奨して参りました。継続ではなく持続です。
服部会長より、手賀沼の水の館に望遠鏡を設置したというお話をお聞きしました。
これこそ、持
続可能な奉仕活動の見本というべき素晴らしい発想に感心しました。
１０分区は来年度より１１グループと名称が変わりますが、
どのクラブでも近年、新しい会員さん
が増えて参りました。
これを機に、時代に沿った新しい考え方をどんどん取り入れて、
クラブを活性
化させましょう。活性化の反対は硬直です。硬直はクラブの衰退を招きます。
私は入会歴が３０年を越えました。クラブでは古参の部類に入ります。自戒の念を込めて、先輩
の言うことが優先されるといった体質は避けなければいけないと思います。
ロータリーの理念を深く理解して、
クラブのビジョンやアイデンティティを確認しながら、魅力的な
クラブ作りに会員全員で取り組んでいただきたいと思います。
まさに「ゆく川の流れは絶えずして、
しかも、
もとの水にあらず」でございます。
「よどみに浮かぶう
たかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」と続きますが、実にはかないもので
ございます。
粟粒にもならないような戯言を申し上げましたが、我孫子クラブのますますのご発展をご祈念申
し上げまして、最後のご挨拶とさせていただきます。今年１年間、本当にありがとうございました。

ご挨拶

柏南 RC 小髙ガバナー補佐幹事
前に訪問した時も申し上げましたが、補佐の刺身のツマのような立場でいたつ
もりなのですが、今日は前回よりはお時間をいただいてお話しさせて頂きます。
私も大内さんも、
ちょうど団塊の世代の真っ只中で同級生です。私はロータリー
歴が大内さんの半分も満たないのですが、今日は補佐をちょっとよいしょしたいと
思います。
とにかくよく知っているんですよね。今、鴨長明の「ゆく川の流れ」が出ました
が、芭蕉のこと、
その他のこと、
いろいろよく知っている中で、
ロータリーについても非常によく造詣
があります。
うちのクラブではミスター ロータリーということで、今回、
ガバナー補佐として出ることに対して、
非常に誇りを持って、
自信を持って出発しました。
１年間、会長幹事会では、和んだ中で情報交換ができたかなと思っております。最後の会場は次
年度の溜川さんのお宅だったのですが、
ファイヤーサイドミーティングのように馴染むなあと思いま
した。
ＩＭなり情報研究会についても皆様のご協力とたくさんのご参加で非常に盛り上がりました。本
当にお世話になりました。
とりとめのない話になりましたが、本当に１年間ありがとうございました。

寺井会員の入会認証式

寺井会員へ四つのテストを授与

寺井会員へバッヂを授与

この度、無事、認証されて入会することができました。
まだ自分が何をすればよ
いかあまり把握していないのですが、先輩方に教えを請いながら自分も成長でき
たらなと思います。
よろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

米田委員長
先週、親睦旅行に行って参りました。会長がよい日程を設定してくださったお蔭
で、非常にいい天気に恵まれて、
いい景色を望めました。
志賀会員が出席される予定だったのですが体調不良で欠席されたので、
いた
だき物をしました。会長からもいただいているので、ニコニコの方に入れさせてい
ただきたいと思います。
出席された皆様、本当にありがとうございました。
６月のお誕生日は上村会員、鈴木会員、前田会員と私です。
おめでとうございます。

上村会員より
この年になって改めてハッピーバースデーを言われると恥ずかしい
なと思いながら、
そこに立ってました。
今日６月１２日は偉い日になってしまったなというか、米朝会談が始ま
り、世界平和の礎になる日なのかなと思って、大変緊張しています。な
ぜかというと、私は今日が誕生日の当日だからです。
１年前の今日も嬉しいことがありました。私と７０違いの子どもが上
野で生まれました。
シャンシャンが今年１歳、私が７１歳。そんな日が今日であります。
実は昨日、
クレストホテルで税理士会の会合があったのですが、私が座ったテーブルの８人の
内、
自分の子どもが双子だったり、
自分自身が双子だったり、
６人が双子に関連していました。すご
いなと思い、思わず６人で写真を撮ってしまいました。
私は２２年に男の子同士の双子で生まれました。当時は食糧難だったので、未熟児で生まれた
弟は亡くなりました。そんな感じで、弟の分も生きてやるぞ、
という思いで今日まで来ております。た
だ、
うちのが言うには「あんたと同じ顔がもう１つあったら気持ち悪い」と言われていますけれども。
それはともかく、本当に奇跡だなと思いました。
６月１２日、本当にいい日になることを望んでいま
す。巨人にいる松井君も今日が誕生日です。
６月１４日はトランプさんの誕生日だそうです。
本日はありがとうございました。
鈴木会員より
東邦病院の元医院長が亡くなったと聞きましたが、彼と僕は同い年
で、
このクラブは昭和２３年生まれは５人いまして、人の命のはかなさと
いうか、尊さというか、重さというか、
そういうことを思います。
私は父が５８歳、母が６１歳で他界しました。私は姉、姉、兄、兄、私で
５人兄弟がいるのですが、母は１０年の間に５人の子どもをもうけて、
四国で３人、横浜で１人、我孫子で１人、
５人共、今、元気に命をいただ

いています。
文ちゃんの双子ちゃんのお話しではありませんが、生かされて生きている我々であるのであれ
ば、両親から命をいただいて、
その前に僕はクリスチャンですから、神様から命をいただいて、
それ
をいかに生きるかということです。
僕は幼稚園という職場に恵まれまして、誕生日には大勢の子ども達と教師達が「校長先生、
お
めでとう」と言ってくれるものですから、
もう７０歳で恥ずかしいので、今年はゴルフ場に雲隠れして
いました。そしたら、
あくる日に大勢で来ました。
誕生日っていうのは人に何かをしてもらう日ではなく、命をいただいたということで感謝をして、
自分が人様に何かをする日なんだ、
という話を小学校の時の先生に聞かされて、実は毎年、
カレー
ライスを職員に作っていました。今年は弁当があったから作らず雲隠れしたのですが、
その代わり
に、
シュークリームをみんなに買ってお手紙を添えました。
幼い子供達や職員に恵まれて本当に幸せな７０年目を迎えております。ありがとうございました。
米田会員より
お誕生日のお祝いありがとうございます。来週１９日に５０歳になりま
す。
ロータリーに入った時に、確か４１歳の誕生日をお祝いしていただき
ました。
１年１年が速く速く感じます。
ロータリーに入ってから体重が増えてまして、毎年やせようと話して
いるのですが、
もうやめました。キープで行きます。
本日はありがとうございました。

出席報告

幹事報告

伊東会員（代理）
１８名出席（全員で２８名） 出席率６４.２８％
欠席者が１０名。
業務の為：今井会員、佐藤拓司会員、瀧日会員、藤本会員、前田会員、
柳田会員、依田会員
その他 ：志賀会員、高島会員、福武会員、湯下会員

村越幹事
・本日、例会終了後に６月の理事会を行いますので、理事の方はお残りください。
・中央学院高校の甲子園の出場記念の記念誌が５部届いています。ほしい方は、
早い者勝ち、あるいはジャンケンでお配りしたいと思います。
・昨年まで我々の仲間でいらした藤尾会員が６月６日にお亡くなりになりました。
すでに葬儀の方は家族で済まされたそうです。来月７月２８日に病院葬、お別れ
の会を行うそうですので、その際に会の方からお花なりお出ししたいと思ってお
ります。詳細が決まりましたら、ご報告させていただきます。

閉会の言葉

服部会長

皆さん、
ありがとうございました。
川村学園の公開講座の案内を机上に配布させていただいています。会場をお借りしている関係
で、
こういうチラシの配布について私共も広報の一員として皆さんにお伝えすることになっていま
す。後ろの方にチラシの残部が置いてありますので、帰りがけにお持ちいただければと思います。
来週は税理士さんが「笑いと健康」というテーマで卓話をしてくださいます。大変ご丁寧な方
で、挨拶状をすでに頂戴しています。皆さん奮ってご参加いただきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
大内ガバナー
大内啓ガバナー補佐 １年間ありがとうございます。
補佐
旅行楽しかったです。親睦委員会の皆さん
服部会長 ありがとうございました。
親睦旅行に際して
村越幹事 大内ガバナー補佐、小髙補佐幹事１年間お疲れ様でした。
上村会員 誕生日祝い ありがとうございました。
佐藤雅教会員 嫌な梅雨です。
１.寺井新会員に乾杯！
塩毛会員
２.美ヶ原高原からの眺望に乾杯。
志賀会員 親睦旅行 体調不良のため行けなくなってしまいました。
澁谷会員 長く休みまして申し訳有りません。
鈴木会員 ７０才の誕生祝いありがとうございます！！
寺井会員 入会しました。宜しくお願い致します。
親睦旅行参加 皆さんありがとうございました。
米田会員
誕生日祝い ありがとうございます。
親睦旅行の残金
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
１０,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
2,０００円
１,０００円
2,０００円
2,０００円
１,０００円
2,０００円
１１,１２４円
３６,１２４円
４１３,２１１円

今週の表紙「レストラン かじ池亭」千葉県我孫子市日の出1521番地10号
天 王 台 駅から車で約 5 分 、N E C 我 孫 子 工 場の脇にある高 級レストランです。国 道 6 号 沿いの「かあちゃん」
というお店が移転開業して「かじ池亭」になりました。四季折々の豊かな自然を満喫できる広い庭園がありま
す。敷地内にあるかじ池には様々な野鳥が集まり、食後に広い庭を散策することもできます。メニューはあっさ
りした味付けのフレンチが中心で、落ち着いて、ゆっくりと食事をしたい時にぴったりのお店です。

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。

