第２６４８回例会報告議事録
日時 令和３年１０月５日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

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 . : 米田友義

依田会長
お久しぶりです。皆さんのお顔を拝見できると安心します。
８月が１回しかできな
くて９月は全部休会でやっとロータリーの例会が始まりました。やっぱり毎週ロータ
リーがあって皆さんとお会いできないと寂しい気がします。毎週会うというのは大
事だなと思っております。
コロナも収束に向かってきております。昨日の我孫子は感染者１人でした。今後
も第６波が来ると言われておりますので、感染対策の方は引き続きしていただい
て、
マスク、黙食をお願いいたします。
今月は米山月間になります。今日は奨学生の呂君はお休みですが来週来ていただけるとのこと
です。
お休みの期間中、地区の方でZOOMでの研修会がありました。米山の研修もありました。その
中で奨学生のＯＢが話していたのですが、
ロータリーの奨学生は大変な難関を勝ち抜いて来てい
るそうです。
２０１９年には応募が１万人以上で、
その中の９６９人が採用されました。我孫子に来る
奨学生は優秀でいい子が多いです。
これからも奨学生を受け入れて一緒に勉強していきたいと思
っています。今月は寄付ということで１人１万５千円くらいが目標だそうです。
よろしくお願いします。
２０２４ー２５のガバナーが決定したそうです。ガバナーノミニーデジグネイトは富里ロータリークラ
ブの寒郡茂樹様です。
１０月の月間テーマは経済と地域社会の発展だそうです。
当クラブは１０月２４日
（日）
に社会奉仕事業を予定しております。後ほど幹事の方からお話ししま
す。皆さんご参加いただければと思います。
ちょうど地区の奉仕セミナーがあり、子ども食堂についてZOOMで聞いて来ました。名古屋の
名東ロータリークラブの藤野さんという方が立ち上げてくれた愛知こども応援プロジェクトという子
ども食堂の支援活動についてです。子ども食堂自体は２０１２年に大田区で始まって、今では５０００
箇所あるそうです。
はじめは、継続が難しいのではないかということでロータリーの中でも批判的な意見もあったの
ですが、
この方はロータリーとは別の組織を作って、
ロータリーからは物資や寄付をしてもらって継
続しているそうです。
この前、我孫子のこども食堂をやっている時に、子ども食堂を運営されている方に声をかけられ
て見にいきました。みんな取りに来る方は楽しそうに来ていました。こども食堂を運営されている
方々が配る時に一生懸命話しかけていて、楽しい場作りをされていました。長年子ども食堂をされ
ている方たちの努力と実績かなと思いました。
我々ロータリーでそこまでやるのは難しいと思うのですが、何か支援ができれば、今困っている
方々に救いの手を差し伸べることができるのではないかと思います。
１０月２４日に向けて倉持委員長が今、一生懸命に準備されています。一人でも多くの方、
できれ
ば奥様、旦那様も参加していただければと思います。
よろしくお願いします。
理事メールではお知らせしたのですが、先日、木村会員が入院されました。今のところ状況は大
丈夫とのことですが安静にしているとのことで入院はまだ日数がかかるそうです。皆様によろしくお
伝えくださいとのことでした。
私の妻も実は入院しました。半年位前から腰のあたりが痛いと言っていて、婦人科、泌尿器科、
内科、整形外科等いろいろな科に行ったのですが、
どこに行っても正常と言われ、気のせいじゃな
いのと話していたのですが、やっぱり気になるということでエコーを撮ったところ、
ちょっとおかしい
とのことで紹介状をいただき入院し、手術をしました。ちょっと違和感を感じる程度だったのです
が、皆さんもどこかおかしいと思ったら、
しっかり検査をして原因をつきとめて治してください。やは
り身体が資本ですから、皆さん、
がんばっていきましょう。

依田会長より服部会員へ RLI 修了証を授与

服部会員より
お久しぶりです。英語で書いてあり、私も読めませんので何をも
らったかよくわかりませんが、
ＲＬＩという、
ロータリーをもっとよく知ろ
うというプログラムを３日間受けた後、
ディスカッションリーダーの
養成講座に９月にZOOMで参加して、
これを頂戴しましたので、
ＤＬ
（ディスカッションリーダー）
になったという内容だと思います。
我孫子クラブでは上村文明会員が先にＤＬになっておられます
ので、私が２人目ということになります。皆さんも是非ＲＬＩのプログ
ラムに参加されて、
ロータリーをよく知って新境地を開いていただ
きたいと思います。私は特に新境地を開いておりませんが、
がんばっていきたいと思います。
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

上村英生委員長
今月は久しぶりですのでお誕生日祝いがいっぱいあります。
７月７日が志賀会員、
８月８日が塩毛会員、
８月２４日が寺井会員、
９月１２日が佐
藤会員、
９月１５日が松本会員、
１０月１５日が小池会員、
１０月２７日が日暮会員、
お
めでとうございます。

佐藤会員より
本日は貴重なお祝いをありがとうございました。
最近、家内が認知症で入所したものですから、私自身でやって
いると食べるものが段々おかしくなってきたせいか、脳梗塞で倒
れて以来、腎臓の働きが悪くなって主治医から「そろそろ人工透
析ですね」と言われています。痩せてしまい今日も着て来る服が
ないくらいで、骨皮筋衛門のような状態になってしまいました。
も
う長くはないだろうと思いますけれども、いつまでロータリーに来
られるかわかりませんけれども、できるだけ頑張りたいと思いま
す。透析が始まりますと週３回透析になります。私としては透析をやりたくありません。人工透析を
やめて、
どんどん悪くなると１週間もすればあっち側へ行けるよ、
ということです。三途の川を渡る
のも今は体重制限があるかもしれないので、体重が少なくなってちょうどいいかなと思っています。
そういう状況ですが、
これからも頑張っていきますので、
どうぞよろしくお願いします。今日はあり
がとうございました。
松本会員より
私は７４回目の誕生日で、体重は落ちておらず、
うちの奥様に怒
られています。年齢的に仕事のピークも過ぎたのですが、生来の
癖というか、朝の８時半から夜の８時まで働いてしまいます。自分
の趣味を広げようかと思っています。
うちの息子から誕生祝いで妙なものが送られて来ました。盆栽
です。庭の手入れはするのですが、盆栽は触ったことがなく、小さ
いのをチョキチョキするのは自分には向かないです。ゴルフもだ
め、歌は音痴。困ったものです。磯釣りも奥さんが海で死ぬからダ
メと中止されていますので、
なんとかもがきながら自分の趣味の道を探そうと思っています。
小池会員より
本日は誕生日のお祝いをいただきまして、
ありがとうございまし
た。今年でちょうど６０歳を迎えました。
体力が少し落ち、
ちょっと太り、運動を始めました。
３日おきにス
クワット２０回を３回、腕立て伏せ２０回を３回、腹筋２０回を３回し
ていたら体重が増えてしまいました。
ゴルフも下半身がけっこう安定してきたなと思っていますので、
これを続けられたらと思っています。
（次ページへ続く）

６０歳を機に、後継者、事業継承の方も考えなければと思っています。
ロータリーに入って２５年になります。
２５足す６０で８５で出席免除の権利を得たのですが、
２５年
間、特に勉強もせずにロータリーに出て来ておりましたので、
これからも出席して長く皆さんとお付
き合いできればなと思っています。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）

幹事報告

三枝会員（代理）
出席率８４.３７％

栁田幹事

・ロータリー日本１００年史が各クラブに寄贈されました。
・松戸北ＲＣと流山中央ＲＣよりクラブ活動計画書受理。
・１０月２４日
（日）の社会奉仕事業、子ども食堂にご参加いただける方は午前１１
時集合でお願いいたします。
ご家族でのご参加を是非ご協力いただければと思いますので、
よろしくお願い
いたします。
・１０月２４日はポリオデーです。
トレインジャンプというものを行います。
１０月１８日
（月）
〜１０月２４日
（日）の１週間、電車の１両目、女性車両全体にポ
スターを掲示します。我々の地域ですと、
ＪＲ常磐線の各駅停車、つくばエクス
プレスです。
・１０月３１日
（日）の地区大会には会長幹事と藤本会員の３名で参加することに
なりました。
・本日の例会終了後に理事会が開催されますので、理事の方はお残りください。

閉会の言葉

例会を閉会いたします。

依田会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
依田会長 今日から例会再開しました。宜しくお願いします。
栁田幹事 皆様お久しぶりです。よろしくお願いします。
石原会員
皆さまにお会い出来て嬉しかったです。
ニコニコＢＯＸ
梶会員
久びさの例会ありがとうございます。
上村英生会員 お久しぶりです。
小池会員 誕生祝を頂きました。ありがとうございます。
古谷野会員 皆さまのお元気な姿を拝見できて嬉しく思います。
佐藤会員 久しぶりのロータリーでした。
鈴木会員 久し振りの例会 感謝！！
瀧日会員
久しぶりの例会ですね。
野田会員
松本会員 誕生日祝いありがとうございます。
藤本会員 皆様お久しぶりです。
村越会員 久しぶりに皆様にお会いできました。
米田会員 例会 再会できて良かったです。
当 日 計
今期累計

金 額
1,０００円
1,０００円
1,０００円
2,０００円
１,０００円
3,０００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
１8,０００円
１０９,０００円

今週の表紙「湖北台団地」千葉県我孫子市湖北台７番地
高度成長期の1970年（昭和45年）に管理が開始された公団住宅（現ＵＲ）です。都心から離れているので余
裕のあるレイアウトです。 緑いっぱいで日当たりも良く、子どもをのびのびと健やかに育てたいと考えている
方にぴったりの住まいです。すぐ隣にスポーツや憩いの場として多くの市民に親しまれている湖北台中央公園
があり、近隣には交番や消防署の分署、医療施設も揃っています。

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。

