第２５６２回例会報告議事録
日時 ３１年３月５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」
ビジター : なし
S . A . A .: 倉持会員

ゲ ス ト : 柏RC ガバナー補佐
溜川良次 様
			
ガバナー補佐幹事 小笹一夫 様
		 大相撲実行委員長 永井明慶 様
		 入会候補者 小谷野妙子 様

会長挨拶

荒井会長
当クラブの社会奉仕事業、婚活パーティーが「ロータリーの友」に掲載されまし
た。左からだと６０ページ、右からだと２５ページです。おめでとうございます。
先週はＩＭでした。首都大学東京の山下教授による「人口減少とロータリー」は
素晴らしい講演でした。人口減少の原因は心と社会ということです。
心と言えば、
当クラブの鈴木会員は心と愛について、
よく話をしてくださいます。
このような方が若者たちにどんどんお話しして、
カウンセリングをしていただけると
よいのではないかなと思います。
ロータリアンが若者にコミュニティの場をたくさん作ってあげてください、
そしてフォローしてくださ
い、
とも山下教授は懇親会でおっしゃっていました。当クラブの婚活パーティーの件をお話ししまし
たら、大変驚かれて、
ノウハウを教えてくださいとのことでした。大変気さくな方でした。奥様が１０
歳年下で、私は奥さんも９歳年下なので、話が盛り上がりました。素晴らしい講師の方を見つけてく
ださった溜川ガバナーに感謝いたします。

会員増強委員会報告

小池委員長
推薦者の藤本さんが欠席ですので、代わりに紹介させていただ
きます。あびこ本町薬局を経営されている小野武弘さんです。非
常にお人柄がよいとうかがっています。新年会に出てくださり、入
会の決断をしてくださいました。非常にありがたく思っております。
皆様、
どうぞよろしくお願いしたいと思います。
本日はゲストで小谷野妙子さんがおみえになっています。
ロータ
リー入会候補者ということで出席していただきました。我孫子の
小谷野皮膚科で医院を４１歳の頃から経営していらっしゃいます。石原会員のご紹介ですが、佐藤
会員と先輩後輩でいらっしゃるとのことで、佐藤会員にご紹介していただきたいと思います。

新入会員認証式
ご挨拶 小野武弘会員
この度入会させていただいた小野と申します。右も左
もわからない状態ですので、皆様にいろいろ教えてい
ただいてロータリーの活動をやっていきたいと思ってお
ります。
よろしくお願いいたします。

荒井会長より小野新会員へバッヂ・
四つのテスト・ロータリーソングCDを授与

小谷野妙子様のご紹介

佐藤雅教会員
小谷野先生について簡単にご紹介させていただきます。私と
小谷野先生は同じ山口大学医学部出身で先輩後輩です。小谷
野先生は東葛高校ご出身ですが、
うちの家内も東葛高校に通っ
ていました。夫婦そろって先輩後輩で、浅からぬ縁があったのだ
と思います。
小谷野妙子様
医師会の出身でこんな才媛はいないということで、
これから
ロータリークラブの大きな芯になる方ではないかと期待しております。
ご主人が弁護士をされてい
て、東京で事務所を開いていらっしゃるそうです。
またいろいろお世話になることもあろうかと思い
ます。そういうことで、
よろしくお願いします。

ご挨拶

柏 RC ガバナー補佐 溜川良次様

我孫子クラブさんには本当にお世話になっております。
４月に親睦の合同例会がございますが、今回、
ゴルフをされない方はボーリング
をということで、二手に分かれて選んでいただくことに、会長幹事会で５クラブで決
まりました。
ゴルフ場を南クラブの荒木幹事が取ってくださったのですが、
ゴルフを希望され
た方が大勢いらして間に合わなくなりました。すると会長幹事さんたちがラインで
連絡を回してくださり、パッパッと予約してくださいました。
我孫子クラブは婚活事業が「ロータリーの友」に載っていて、他のクラブは協力をしただけなの
に、我孫子クラブさんと並列して載せていただき、本当に頭が下がります。感謝しております。
ＩＭについてのアンケートを現在、集計しております。大方の方はそれなりの評価をしていただい
たのですが、
「人口減少とロータリー」となっていたのに、
ロータリーが出てこないね、
というご指摘
もいただきました。
なぜ私が人口減少問題をロータリーでやろうかと思ったかをお話ししたいと思います。
皆様ロータリアンは社会を動かしている、支えている、
そういう方達です。人口減少問題というの
は私たちの国がどうなるかという大きな問題であるにも関わらず、
どこまで私たちは認識しているの
か振り返り、
ロータリアンとして、
クラブとしてこの問題にどう関わるのか、考えることが必要だと思
ったからです。
本当は議論をするところまでいけたら最高だったのですが、先生の講演だけでも９０分、皆さん本
当によく聞いていただけました。
人口減少について考えた時、
目に入ってきたニュースがありました。鳥取県の日南町にある唯一
の有人銀行がなくなることになり、町長さんは精一杯の抵抗を示すということで、その銀行、鳥取
銀行に預けていた町の財産５億６千万円を解約しました。高齢化が進んでいる町の有人銀行がな
くなると住民の生活はどうなるのか、町長さんは切々とＳＮＳで訴えました。
このニュースを知った時、私はショックでした。
漁師さんがいなければ美味しい刺身は食べられません。漁師さんたちも、尼さんたちも高齢化し
ています。山下先生の「都市と正義」という本には、村等があって初めて野菜が都市部に供給さ
れ、
しゃれた所で我々が美味しいものを食べられる、
というようなことが書かれています。
講演を聞いた方はわかるように、山下先生は学者っぽくない方ですが、
「地方消滅の罠」という
本を読んだ時にこの先生をお呼びしたいと思いました。それは皆さんが影響力を持っている方達だ
からです。
ロータリーの皆さんは、
いい方向を示すことができる方達だと感じているからです。
今年の「インスピレーションになろう」というのは、非常にわかりやすい、
というか非常にわかりづ
らい言葉です。要は心の動きの始まりです。私は心理学なんていう浮ついた勉強を学生の頃にや
った人間なのですが、
たとえばフロイトが言うリビドーなんていう、
そういうものです。
我孫子クラブさんは婚活パーティーをおやりになり、見事に「インスピレーションになろう」という
標語を実践されていて、頭が下がる思いであります。
日頃お世話になるばかりでございますが、本当にありがとうございます。

ご挨拶

柏 RC ガバナー補佐幹事 小笹一夫様

私は溜川さんと違いまして引き出しもございませんし、
お話しが得意ではありま
せんので、頭が真っ白で何を話していいのかわかりませんけれども、
こういう所に
出席させていただいた経験が今までなくて、
とても新鮮な、新しい体験ができて嬉
しいです。
我孫子さんの雰囲気は、皆さんとても距離感が近くてフレンドリーな感じがし
て、
いい経験をさせていただきました。今後ともひとつよろしくお願いします。

大相撲柏場所の PR

大相撲実行委員長 永井明慶様

４月２０日
（土）
に大相撲柏場所 第３回目が開催されます。我孫子市からも力士
が１人います。我孫子中学校出身のれおん君です。現在、式秀部屋で序二段にい
ます。地区からは他にもたくさんの力士が活躍しています。
相撲は三世代で見れるスポーツだねとよく言われます。いろんな力士が活躍し
ていることを知っていただきたくて、今日は号外を配らせていただきました。
家族の苦労を背負って戦っている力士も多くいます。家族にも希望を与える相
撲にもなっています。
土俵がある町と言うのは全国で５％もありません。
ここら辺では柏を除くと、成田まで行かなけれ
ばなりません。応援していただけたらと思います。
話がまとまらないのですが、
ご協力のお願いをさせていただきました。
どうぞ今後もよろしくお願
いいたします。

親睦委員会報告

米田会員（代理）
５月２１日
（火）
に親睦旅行を行ないます。西山温泉に一泊二日で行く予定です。
ＦＡＸが届いていると思います。現在１２名が参加予定です。出席していただけれ
ばと思います。
６月１３日
（木）劇団四季「巴里のアメリカ人」についても皆さんのところに流れ
ていると思います。現在１６名が参加予定です。
時間の都合上、
お誕生祝いは来週行ないたいと思います。

出席報告

幹事報告

２４名（出席免除者含む）出席（全員で３０名）
業務による欠席が６名。

石原副委員長
出席率７６.６６％

依田幹事
・５月２０日（月）に地区の記念ゴルフ大会が久能カントリーで行なわれま
す。旅行の前の日なのですが、ぜひご参加ください。４月１日（月）から申し
込みなのですが、非常に人気がありまして、すぐインターネットで申し込み終
了になります。事務局の方で取りまとめて予約を取りたいと思いますので、
参加される方はお声かけください。
・来週１２日（火）は会場の都合で休会になります。
第三例会は１９日（火）になります。帝国データバンクの江澤徹郎様が卓話
をしてくださいます。
１９日にお誕生祝いをしたいと思います。
２６日（火）は夜間例会になります。場所は追って連絡いたします。

閉会の言葉

荒井会長
本日は溜川ガバナー補佐、大変貴重なお話しをありがとうございました。当クラブも引き続き少
子化対策、人口減少問題に取り組んでいきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
荒井会長
小池会員
佐藤雅教会員
村越会員

メッセージ
小野様 入会おめでとうございます。
小野さん 入会おめでとうございます。
三日晴無しの春になりました。
小野さん 入会おめでとうございます。

当 日 計
今期累計

金 額
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
２１６,６５０円

今週の表紙「五本松公園」千葉県我孫子市岡発戸字明門作1408
緑豊かな園内には木製遊具、あずまやなどがあり、南斜面の上からは手賀沼が展望できます。この斜面では
縄文時代の「貝塚」を見ることもでき、古代の人々の手賀沼周辺での生活が偲ばれます。
公 園 駐 車 場の南 側にある広 場ではバーベキューもでき、すぐ隣の高 台にはふれあいキャンプ場もあります。
家族連れや若者に人気のスポットです。

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。

