第２５８８回例会報告議事録
日時 令和元年１０月１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 : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
ガバナー公式訪問の例会の前にガバナーとの懇談会がありました。
また、前年
会長から我孫子クラブの問題点をいくつか挙げていただきました。今年度の活動
計画として活動戦略委員会を立ち上げるということをガバナーにお話ししましたと
ころ、ぜひ立ち上げてください、
ということでした。
３〜５年のクラブのビジョンを立
てて活動してくのが一番いいのでは、
というアドバイスもいただきました。
我孫子クラブの歴史と活動内容は非常に評価していただきました。問題点とし
ては、
もっと外に出て行きましょうとのことでした。例えば、地区に委員を派遣したり、
ＲＬＩへの参加
等が課題ではないかと思います。
今日は１０月１日で、消費税が８％から１０％、軽減税率が始まります。
昨日の夜１１時頃、車のガソリンが少なかったので、あわてて開いているガソリンスタンドに行っ
て満タンにしてきました。
業種によってはシステム等を変更しないといけないかと思いますが、私の場合は、特に大きな影
響はないかなと思います。そんなことで１０月が始まりますので、皆様、
よろしくお願いいたします。

親睦委員会報告
倉持委員長
第一例会ですので、
お誕生日とご結婚周年の方のお祝いをしたいと思います。
小池会員、
お誕生日おめでとうございます。
古谷野会員、
ご結婚周年おめでとうございます。
１０月３０日
（水）の親睦ゴルフと夜間例会の出欠のご連絡がまだの方は、準備の都合上１０月７
日までにお返事をお願い致します。
小池会員より
恥ずかしいですね。会社でも朝になんらかのお祝いを差し上げている
のですが、皆さん、
やはり恥ずかしがっていますね。
１０月１５日生まれです。その日は情報研修会なので、
その日は会社か
ら逃亡できます。
（笑）
１５日で５８歳になります。
ロータリーは２４年目になると思います。
考えてみますと、
ロータリー歴２０年以上で、
ロータリー歴と年齢の合
計が８５歳になると出席が免除になるそうで、再来年、出席免除になるそうです。
昨年から何が変わったかと言うと、
さほど変わっていませんが、孫がひとり増え、孫が３人になりま
した。上の孫ふたりは公三先生のところでお世話になっています。非常に元気で、
すごくうるさいで
す。
この年になりますと、家にいることが増え、家内といる時間も増えました。奥さんを大事にしない
と、大事にされないんじゃないか、
というような思いが働いてきます。
あと２年で６０になりますが、公務員は定年退職です。我々には定年退職がないです。澁谷さんを
見ているといいなと思います。あと２年のうちに何ができるか少しずつ模索しながらやっていきたい
と思っています。今日はどうもありがとうございました。
古谷野会員より
結婚記念日を祝っていただいたのは初めてで、娘たちからは全然言
われたこともございません。
今、改めて、結婚３０周年を迎えて感激しています。ロータリークラブに
入ってよかったなと感じています。
３０年前、新婚旅行にヨーロッパ５ヶ国に行きました。来週からまた２回目の
ハネムーンではありませんが、
マドリードに行って参ります。帰ってきましたら、
積もる話でもさせて頂ければと思います。今日はありがとうございました。

出席委員会報告

２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が６名。

出席率８１.２５％

堤委員長

社会奉仕委員会

依田委員長
婚活パーティーの参加者のご紹介をお願いします。現在、男性５名、女性３名で
す。
それにともない、婚活プロジェクト委員会を１０月７日
（月）夜７時から、
けやきプラ
ザ８階の第一会議室にて行ないますので皆様ぜひお集まり下さい。当日の中身、
募集状況について話し合いたいと思います。
中央学院のあびこ祭というのがあります。カッパまつりの時に学生の方と知り
合い、
チラシを配らせていただきました。
１０月２６日
（土）、
２７日
（日）
に行なわれます。
こちらの川村学園も鶴雅祭（ツルガサイ）
を１０月１９日
（土）、
２０日
（日）
に行ないます。
我孫子駅の発車メロディーの件ですが、
ロータリーからも１５０名位集まっているそうです。
まだ３
分の１しか集まっていないので、
もし追加で署名を頂ける方がいらっしゃいましたら、
ご協力の方よろ
しくお願いいたします。

幹事報告

卓話

藤本幹事
・地区より、
２７４０地区の九州北部豪雨災害についてのクラブ単位での支援依
頼ありましたが、私共の地区でも台風１５号の被害がありましたので、
クラブへ
の要請はせず、地区一括で５０万円の義援金として支出をするとのことです。
・地区より、
１１月１０日
（日）、先達と語る私のロータリーの集い、
というセミナーの
案内受理。
１クラブ２名までですが、
それ以上はご相談とのことです。
１１月２０
（水）
の２７９０地区の女性のみの女性親睦会の案内受理。
ロ
・地区より、
ータリーに関心のある方であれば、会員でなくても参加大歓迎だそうです。幕
張ホテル マンハッタンで開催されます。
・地区より台風１５号の被害があったかどうかのクラブの支援調査依頼がありま
した。
ご協力お願いいたします。
・豊原ＲＣより週報受理。
・幹事報告ではありませんが、先日、我孫子市スポーツ振興応援団のＮＥＣグリ
ーンロケッツさんの応援団の実行委員長に任命されました。
１２月１４日にＮＥＣ
の我孫子クラブにおいて、
ラグビーの壮行会がありますが、
その前に久保田ス
ピアーズさんと友好試合を行ないます。詳細等が決まりましたらお知らせします
ので、皆様奮ってご参加ください。
・川村学園さんの公開講座に奮ってご参加ください。
・本日、第一例会ですので、例会終了後に理事会を行ないます。
理事の方はお残りください。
松本会員

私のヒストリー、本業以外の話とのことでお話をいただきました。
私の祖父が明治時代に東京の方で書生で来て、歯科医師になり、その息子、
私の父が満州の方に軍医で行き、終戦後生まれたのが私で、歯科医師になりまし
た。息子たちも、私がなれと言ったわけではないのですが、みんな歯科医師になっ
てしまいました。ある意味おもしろくありません。正月とか集まると仕事の話になっ
てしまいます。
仕事以外の事で何があるのかと言うと、釣りがまず大好きです。特に磯釣りが下手の横好きの
典型で、中々釣れません。キス釣りを最初やって、その後黒鯛釣りにはまりました。
３０代の頃、
８ヶ
月、毎週のように行き、
８ヶ月経って、やっと黒鯛を釣りました。大変喜んだのを自分で覚えていま
す。
ポカン釣りというのをご存知でしょうか。堤防からスイカを流します。
４０度越えた炎天下の中、岩
の上でスイカをまくのですが、美味しいところを自分で食べてしまうのですから、
「釣れるわけない
でしょ」と注意されました。名人の方がいらっしゃったのを覚えています。
（次ページへ続く）

私は表の顔が２つあります。本業以外に、
ちょっと変わったのがあります。
中学１年の時に友だちに誘われて、株を始めました。お年玉を貯金したのがありましたからやって
みようかなと思い、中学生の制服を着て証券会社に行ったら、
お店の人にびっくりされました。口座
を設定して、三文判をポンと押して、
ある会社を買いました。そうしたら、
よせばいいのに儲けちゃっ
たんですね。それからはまってしまいました。
高校、大学、
と半分は医療関係、半分は経済関係、株式関係の本が置いてある妙な部屋でし
た。祖父母に育てられたのですが、
おばあさんは好きにさせてくれました。
１３歳位から５０何年も株式やっています。儲けたとか儲けないとかどっちでもいいんです。
高校の頃、
ある会社に投資をして株価が下がってきました。私は必ず現場に行くので、
ショールー
ムに行ってみると、誰も出てこず、誰も働いていませんでした。投資しようかと思ったのです、やめま
した。翌日の新聞にその会社が会社更生法申請と出ていました。
もうひとつショックだったのは、赤井電機という会社に投資した時のことです。社長さんがスキー
場で亡くなり、株がグンと下がりました。何年かたったら、大手の電気メーカーに買収され、
そのうち
台湾か中国のメーカーに買収されました。
この企業は伸びていくだろうと思っていたら、社長ひとり
が亡くなっただけで、
「企業は人なり」だなと実感しました。
戦後、大企業でつぶれないだろうと思っていたところがつぶれたり、
タケノコのように玉石混合
で、
これから３０年、
５０年後に残る企業はどれだけあるのか。成長産業というのはすごいですが、淘
汰され、残る企業は本当にすごいなと思います。
京セラさんとか、
ああいうところは、宗教的なくらい信心深い社長さんもいらっしゃいます。昨日も
財務内容を見てみたら、資本金の１４、
５倍の剰余金を持っていますし、
自己資本率も７５％で、
ほと
んど無借金会社です。
高校生の頃、名古屋の方の揖斐川電化工業という会社がありました。建材関係をやっていて、
４３円で買いました。会社訪問もしました。変な高校生です。自分の子どもがそんなことをしたらゾッ
とします。
８０円くらいになって手放しました。現在のイビテンという会社で、今は株価は相当高いで
す。それが当時はボロ株会社でした。
今、
たいしたことない企業が将来とんでもなくいい会社になったり、今、隆盛を極めた企業が将
来、消えてしまうこともあります。経営者の能力や、社員の働きや、
そういうものを私のような素人投
資家が見定めて、
自分なりのテリトリーとしてやっております。
今、着目しているのは環境関連です。例の石炭、石油関係です。
この前の１６歳のお嬢さんはちょ
っとヒステリックな感じでしたが、内心ショックを受けました。これから先、
自分たちの子ども達の将
来を考えた時には温暖化が進むと大変なことになるので、
それを防ぐためのいい企業が将来性が
あるのかなと思い、水素関係等を探しています。
まあ、
これからは配当金だけをもらって、のんびりと
やっていければいいかな、
というのが近頃の心境でございます。
すみません。
くだらない話をしました。
平成４年に入会しました。瀧日先輩や澁谷先輩を見習い、
まず３０年間しっかり在籍し、
さらに
８０歳まで頑張っていきたいと思いますので、
これからも皆様、
ご指導の程お願い申し上げます。

閉会の言葉

例会を終了します。点鐘します。

木村会長

ニコニコＢＯＸ

お名前
上村文明
ガバナー補佐
荒井会員
梶会員
小野会員
上村英生会員
小池会員
古谷野会員
佐野会員
鈴木会員
澁谷会員
寺井会員
松本会員
村越会員
柳田会員
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ガバナー公式訪問ありがとうございました。

１,０００円

松本さん 卓話ありがとうございます。
松本会員、卓話ありがとうございました。
松本さん 卓話ありがとうございます。
貴重な卓話ありがとうございました。
誕生祝いを頂きありがとうございます。
結婚記念の記念品ありがとうございました。
秋晴れの一日です。
小池喜之さん 古谷野妙子さん おめでとうございます。
松本さんナイススピーチ。

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
３,０００円
１,０００円
１,０００円

お誕生、ご結婚おめでとうございます。
卓話ありがとうございます。
卓話おききいただきまして ありがとうございました。
松本会員 卓話ありがとうございました。
松本さん ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１６,０００円
１３２,１９２円

今週の表紙「よもぎ庵」千葉県我孫子市南青山32番地3号
地元我孫子では、蕎麦屋の代名詞と言えるほど多くの人がうまいと絶賛するお蕎麦屋さんです。天王台駅か
ら徒歩25分位の静かな住宅地にひっそりと佇んでいますが、美味しいお蕎麦を求めて遠方から車で来る方
もいらっしゃいます。立派な門構えで一見料亭のようですが、気さくなお店です。手入れの行き届いたお庭を
眺めながらゆったりと落ち着いた時間を過ごせます。

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。

