第２５７９回例会報告議事録
日時 令和元年７月２３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「手に手つないで」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
今日は暦の上では大暑という、一年で一番暑い日です。去年の７月２３日は熊
谷で観測史上最高気温の４１.１度を記録しました。今日、我孫子では２４、
５度位で
す。
大暑の前に小暑というのがあって、
７月７日の小暑から２３日の大暑までが暑中
ということになり、その間に暑中見舞いを出します。それ以降に出すものは残暑
見舞になります。
今週から子ども達は夏休みに入ります。地域や地区の教育委員会の考え方等によって夏休み
の期間がずいぶん違います。北海道や東北では夏はそんなに暑くないため、
２０日から２５日くらい
で、
お盆が開けたらすぐ夏休みが終り、
その代わり冬休みが長いです。
全国で夏休みが一番長いのは千葉県千葉市で４６日間です。我孫子市は４２、
３日だと思いま
す。
学習要領が変わって、
ゆとり教育から教科書のページ数も増え、夏休みをけずって、始業式を早
くしている自治体もあります。私が教室を持っている大阪の場合は、橋本元知事の時代からテスト
は非常にむずかしくなるわ、夏休みが短くなるわで、子ども達がかわいそうだなという状況です。
夏休みの長さは冷房の設置率も関係しているようで、千葉県の場合は４４.５％で、
５０％も行って
いません。温暖化で夏が暑くなっています。
昔の方は暑いのに我慢して勉強したんだ、
という方も多いですが、今はそういう状況でもなくな
っています。昨年のような猛暑のような中ではいろんな生産力が上がらないという事があります。
夏休み、始まったばかりですが、皆さんも体に気をつけて過ごしていただければと思います。

親睦委員会報告

倉持委員長
重ねてのご案内になりますが、来週３１日
（水）
にレストラン ワイキキで家族親睦
例会を開催します。現時点で会員が１８名、
ご家族が１３名、計３１名の登録になっ
ています。当日はバスで会場まで向かいますが、
お迎えにあがる時間、場所は、後
ほど事務局よりご案内させていただきます。
よろしくお願いします。
ワイキキさんよりリムジンを２台お借りしました。
ご家族は湖北からワイキキまで
リムジンで移動していただきますが、帰りは申し訳ありませんがバスで帰って来る
ことになりますので、
ご家族の方にご案内していただければと思います。

出席委員会報告

堤委員長
出席率７１.８７％

２３名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が９名。
業務の為： 荒井会員、古谷野会員、佐藤（拓）会員、塩毛会員、関根会員、
寺井会員、福武会員、前田会員、湯下会員

幹事報告

卓話

藤本幹事
・訂正した例会スケジュールを配布いたしました。
よろしくお願いいたします。
・当クラブの活動計画書は８月第１例会の時に配布させていただきます。
・ガバナー事務所より、会員増強セミナーおよびロータリー財団セミナーの案内が
来ています。各委員の方は、参加者を事務局松丸さんまで提出お願い致します
・柏ＲＣ、柏南ＲＣよりクラブ活動計画書受理。
・手賀沼エコマラソン実行委員会より第２５回 手賀沼エコマラソン案内書受理。
開催日：令和元年１０月２７日
（日）
会 場：柏ふるさと公園
・例会変更のお知らせ
松戸北ＲＣ ７月３１日
（水）休会

米田会員
ちょっと入院していまして、
クラブの方からお見舞をいただきまして、ありがとう
ございました。
卓話ということで村越さんの方から頼まれて、非常にプレッシャーがかかって具
合が悪くなったのかなとも少し思ったりもしました。
（笑）
先月の２２日にけっこう高熱になり、体重が通常９６キロだったのが１００キロにな
り、体も非常にむくんでいました。私と体型が似ている依田会員がネフローゼにな
ったことがあったので、腎臓が悪くなったら大変だと思いすぐ病院に行きました。ネフローゼではな
かったのですが、
とりあえず入院してくださいと言われました。が、急遽入院なんてできませんから、
その時は帰らせてもらい、抗生物質の点滴を２２日、
２３日と打ってもらい、高熱が微熱に下がり、
ご
まかしごまかし一週間くらい過ごし、例会も出て、
７月３日にやはり調子が悪いので病院に行ったら、
やはり入院と言われ、
その時は入院しました。
その時に、咳をすると少しだけ胸が痛かったので診察の時に話したら、胸もレントゲンとＣＴの検
査をしました。すると、肺に直径２.５〜３センチの台風の目のようなものが写っていて、膠原病、が
ん、細菌感染、肺膿瘍等の疑いがあるとのことで、一週間くらい入院しました。微熱が下がったとこ
ろで、肺にカメラを入れて組織を取って検査をしましたが、異常はありませんでした。熱が下がった
ら、
すべて正常値に近くなり、
自分でも体調がよくなってきたのがわかりました。
原因がわからないので薬も出せず、
１６日くらい入院をしていたのですが、半分は熱も下がり痛い
ところも何もないので、退院をお願いして、
１９日に退院させてもらいました。
入院して病院食を２週間食べて、
５キロ痩せました。運動もしないのに、食事を節制すると痩せま
した。
今は特に異常がなく元気です。皆さんにご心配をおかけしました。ありがとうございました。
私がロータリーに入ったのは２００８年でした。現在のメンバーを見ると、私より先輩が９名で、後
から入られた方が１８名で、非常に会員が増えたなと思います。
入った頃はＪＣ活動をしていた後だったので、立って話すのもそんなに苦痛には感じなかったので
すが、
もともと話すのが好きではなく下手で、伝えたい事もあまりない方で、緊張してなかなか話す
事もできなくて、人にいつもお願いして逃れていました。
余談になりますが、卓話をお願いした競輪の十文字選手は現在、引退して奥様と柏の市場で白
河屋というラーメン屋さんをされています。
よかったら食べに行っていただけたらと思います。
私は高校卒業後、図面等を描く専門学校に行きました。二十歳で卒業し、造船の図面を描いて
いる会社に入り、窓やドアの図面を描いては三井造船に届けていました。子どもの時から勉強が嫌
いで、机にじっとしていられる性格ではなかったので、図面を描いては、外に出たいがために築地に
ある三井造船に届けに行く役を買って出ていました。
その頃、私の父親の兄弟が何人かいて、車が好きなおじさんもいて、私も車が非常に好きで、塗
装もいいのかなと思い、実家の手伝いをするようになりました。
塗装業ではどこかに修行に行ったということはなく、
おじさん達のところに行って手伝って、従業
員の人に教わったりして今に至っています。
東我孫子の駅前に会社がありますが、
２００５年の１月に父親から独立しました。おかげさまで順
調に仕事も受注できて今に至っています。
建築塗装、防水は建設の中でもメンテナンスから新築からけっこうな仕事量がありますので、幸
せな業種かなと思っています。
（次ページへ続く）

ただ一点、今回のように雨が続くと、仕事がいくらあっても出来ないのです。職人を殺すのには刃
物はいらないと言われているように、雨が降ると仕事がまるっきり出来ない状況になります。今年は
特に増税があるので、
その影響で非常に忙しくさせてもらっているので苦戦しています。
雨漏りもいろいろあります。私は雨漏りを止めるのが意外と得意です。
あとは、塗料にもいろいろな種類があり、皆さん悩まれていたりしますが、今は非常に暑いので熱
を反射させて室内の温度を下げる、屋根用の塗料もあります。黒い屋根等は火傷をするくらい暑か
ったりするのですが、
その塗料を使うとエアコンの効率もよくなります。
話の起承転結がないと青年会議所の後輩からクレームを言われたこともありますが
（笑）、本当
に人前で話すのが苦手です。
とりとめのない話になってしまいましたが、以上で終わりにしたいと思います。本当に病気の御見
舞い、
ありがとうございました。

我孫子カッパまつりについて

依田会員
毎年のことなのですが、
お願いにあがりました。
８月３１日
（土）
に第１２回目の我
孫子カッパまつりが開催されることになりました。今年も実行委員長をやっている
のですが、皆様のご協力で成功させたいと思っておりますので、
よろしくお願いし
ます。
手元に資料がありますが、昔の昭和３６年の広報のチラシのコピーを持ってきま
した。
カッパ音頭が昭和３６年に応募で決まって、
それから我孫子の中でカッパ音頭が定着してきました。
昭和４６年から手賀沼まつりというのが開催されていました。花火大会やミス我孫子コンテストと
セットになったりしていました。昭和６１年を最後に手賀沼市民まつりがなくなり、
カッパ音頭を再び
普及させようということで、青年会議所で平成１９年８月に立ち上げ、翌年、平成２０年に実行委員
会を立ち上げ、第１回あびこカッパまつりを開催しました。
ボランティアでやっています。おばちゃんたちをアイドルに見立てて、世の中では天国に一番近い
アイドルと言われ、
ＮＨＫにも出ました。昨年は子どものアイドルを作って、我孫子市民の皆さんや
団体の協力で手作りでやっています。
一人でも多くの我孫子の市民の方が集まって、
コミュニティが高まることによって、交流も増える
し、
カッパ音頭で郷土愛を深める、
ということを念頭に置いています。
非常に財政が厳しい中やっております。
ロータリークラブの方より３万円の協賛金をいただいて
いるのですが、
それ以外に各個人のご企業様よりご寄付をいただけると非常に助かります。そのお
願いで、今日はお時間をいただきました。
どうぞよろしくお願いします。
社会奉仕として今年も大行進に参加する予定がありますので、詳細はまた８月にお伝えいたしま
す。
よろしくお願いいたします。

食事について

柳田会員

閉会の言葉

木村会長

昼食についてご意見がありましたら、
よろしくお願いいたします。
今日、
この足で食堂の方にお話に行こうと思っております。
・ご飯の量がおかずに対して少ない。
・塩分が多い。
・和洋中を全部入れているようなので、週毎に何かに決めてはどうか。
・ごはんが固い。

例会を終了いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
村越ガバナー
梅雨明けが待ちどおしいです。
補佐幹事
有志会北海道旅行おつかれ様でした。
木村会長
米田会員 退院おめでとうございます。
今井会員 北海道でゴルフをさせていただきました。
梶会員
米田さん退院おめでとう。
小池会員 北海道で楽しんでまいりました。
佐藤雅教会員 今日が梅雨明けとしたいものです。
鈴木会員 北海道旅行ありがとうございました。
堤会員
いつもありがとうございます。
日暮会員 よろしくお願いします。
藤本会員 米田さん お大事に！！
北海道ゴルフ楽しかったです。
柳田会員
皆様（ご参加）ありがとうございました。
依田会員 あびこカッパまつり宜しくお願いします。
米田会員 お見舞いありがとうございます。

金

額

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円

当 日 計
今期累計

１,０００円
５,０００円
１７,０００円
５８,０００円

今週の表紙「勝蔵院」千葉県我孫子市布佐2285番地
延命寺の前の356号を渡って、正面の道に入り、道なりに進むと勝蔵院があります。文禄元年（1592年）創
建の天台宗のお寺です。本尊は阿弥陀三尊で、新四国相馬霊場の21番と37番の札所があります。
明治41年に柳田國男の兄である松岡鼎が提唱し、勝蔵院に布佐文庫を開設しました。蔵書は現在、布佐図
書館にあります。

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。

