第２６５０回例会報告議事録
日時 令和３年１０月１９日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
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 . : 米田友義

会長挨拶

依田会長
コロナの感染者数がだいぶ減りまして、昨日は東京は２９人で、千葉は６人でし
た。
２ヶ月前は何千人だったので本当に収束に向かっているのかなと思います。
２
年くらいコロナという疫病が長く続いて、経済にも打撃を与えて、
こんなに人々を
苦しめるなんてと痛感しています。
ロータリーではポリオ撲滅を目標としてきました。ポリオはもう数カ国の感染が
あるのみとなりました。
今週１０月２４日はポリオデーということで、
当我孫子クラブは柴崎神社でお祓いをしたいと思い
ますので参加できる方は是非参加していただければと思います。ポリオと共にコロナの収束も祈願
してきたいと思います。
同じ日２４日
（日）
には我孫子クラブの社会奉仕事業、子ども食堂も行われます。天気も雨は大丈
夫そうです。皆さんも是非ご参加ください。
１年前くらいに今年の会長をやらせていただく際に地区の補助金申請をしなければならないとい
うことで、何か奉仕活動をと考えていました。
１１グループの他のクラブは国際奉仕に力をいれて
いたのですが、僕は地元の奉仕をしたいと思っていました。そこで我孫子市の困窮世帯を支援して
いる団体があり、子ども食堂の企画をしました。倉持委員長が本当にしっかり備品等を準備をして
くださいました。あとは皆さんに当日、
身ひとつで来ていただいて、楽しい事業にしたいと思っていま
す。
１１時から６時までです。
１時間でも来られましたら一緒に奉仕活動に参加していただければと
思います。
マザーテレサは愛の反対は憎しみではなく無関心であると言っています。シェカール・メータＲＩ
会長は、奉仕の見返りは求めませんとおっしゃっています。そういう気持ちを持ち続けながら、奉仕
活動をやっていきたいと思います。
先日、
日本ハムの斎藤佑樹選手が引退しました。引退セレモニーは涙が出るような暖かいもので
した。彼は最後に持っていたのは仲間だったと話されていました。ロータリークラブで是非よい仲
間を持って人生過ごしたいと思っています。

親睦委員会報告

上村英生委員長
先日ご案内しましたが、今年の親睦事業第１回の親睦ゴルフが会員拡大委員
会と合同で開催されます。皆さん奮ってご参加ください。
誕生日祝いを志賀会員、塩毛会員、寺井会員にしたいのですが、
お休みですの
で後日行います。

出席委員会報告

三枝会員（代理）
２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率８１.２５％
業務による欠席： 梶会員、木村会員、寺井会員、日暮会員、福武会員、
湯下会員、米田会員

地区委員会報告

藤本委員長
先週の木曜日に地区プロジェクトについての委員会がありました。２４日の成田山のポリオ撲
滅ならびにコロナ収束の護摩祈願の各担当の内容確認を行いました。私は成田に当日行きます
ので、我孫子クラブの方の活動には参加できません。申し訳ありません。
各クラブも奉仕事業を進めていますので、また後日ご報告いたします。

社会奉仕委員会報告

倉持委員長
今週末の２４日
（日）
に我孫子クラブの今年度の社会奉仕事業として子ども食
堂が開催されます。
地区委員会の藤本委員長にも補助金申請等に関して相談し、我孫子市子ども
食堂ネットワーク様の総会にも参加させていただいて普段市内で子ども食堂を運
営されている皆様にアドバイスをいただいて準備をしてきました。
例会休会が続き皆様に内容をお伝えする機会がなかったのですが、先週の例
会終了後に委員会を開催しました。
今回の子ども食堂は生活困窮世帯を対象にご案内をしています。市内には６００を超える生活
困窮世帯の登録があり、生活困窮世帯とは、
ひとり親世帯で児童扶養手当の受給者、生活保護
世帯で１８歳未満のお子様がいる世帯です。
当初お弁当２００食を用意しましたが、登録開始後すぐに予定数まで達し、キャンセル待ち枠で
１０月１５日まで受け付けました。最終的に７９世帯、
２４５食分の登録がありました。
２４日
（日）
１１時に水の館、米舞亭（まいまいてい）前広場に集合でお願いします。お車でお越し
の方は駐車場は水の館の駐車場ではなく、隣接した駐車場、建物から離れた奥側から順に駐車し
てください。
会場設営の準備で一部の方には９時集合でお願いしています。テント等を張りますので軍手を
ご用意ください。
米舞亭前広場でお弁当、農産物の配布と縁日、水の館３階研修室でハロウィン仮装体験、写真
撮影を行います。
私たちが当日行うことは３つあります。
１ お弁当、農産物の配布
２ ハロウィン仮装体験、写真撮影
３ 縁日
担当は、事前準備の買い出し、備品の引き取り等は依田会長、村越会員、米田会員と私。
お弁当、農産物の配布は荒井会員、上村文明会員、小池会員、鈴木会員、瀧日会員、服部会員、
日暮会員、米山奨学生の呂 蘇幸さん。
このブースのリーダーは小池会員にお願いします。
後で時間の割り振りをお知らせします。
ハロウィン仮装体験、写真撮影は石原会員、鈴木会員のご婦人、服部会員のご婦人、依田会長
のご婦人とお姉様にお願いします。
このブースのリーダーは石原会員にお願いします。子ども限定
で鬼滅の刃の着物を着て写真撮影をします。
縁日は、梶会員、上村（英）会員、寺井会員、野田会員、栁田会員、米田会員、私です。
リーダーは
梶会員にお願いします。
受付は登録者の個人情報等を取り扱うため我孫子市子ども食堂ネットワーク様が行います。サ
ポートとして村越会員と関根会員に受付後のご案内、誘導をお願いします。
お弁当と農産物の配布時間は密を避けることと、調理時間を考えて１３時、
１４時、
１５時、
１６時の
４回に分けています。
ハロウィン仮装体験ご希望のご家族は撮影後にお弁当等を受け取っていただきます。その他の
ご家族は受付後にお弁当等を受け取っていただくようご案内します。
縁日はお待ちいただく時間にお召し上がりいただくよう声かけをお願いします。
当日の人数割り振りは次の通りです。
１３時が１９世帯６３食（内、仮装体験希望者１２名）、
１４時が２１世帯６０食（内、仮装体験希望者９名）、
１５時が１９世帯６２食（内、仮装体験希望者１２名）、
１６時が２０世帯６０食（内、仮装体験希望者１３名）
当日来られる予定人数は１３０名弱で、登録のないお子様も来られる可能性もあるので１５０名近
い方が来られると思います。
（次ページへ続く）

当日は準備も含め長丁場となりますが、開催を楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるという
ことですので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
会員の皆様の昼食は村越会員が我孫子の有名店でおにぎりを注文してくださっています。
自宅から黄色いジャンパーを着て会場へお越しください。
当日１３〜１４時に星野市長が来てくださるとのことで、
やきそばを担当していただく予定です。
終了後の片付けもご協力をよろしくお願いいたします。長時間すみませんでした。
どうぞよろしく
お願いいたします。

米山奨学委員会報告

鈴木会員
先日も申し上げましたが、
コロナ禍の中で特に東南アジア系の米山奨学生達が
困窮しています。
米山に対する寄付金自体が減少してきており、米山奨学生の受け入れ人数も
縮小しないといけない状況だそうです。おそらく米山さんが天国で悲しんでいらっ
しゃると思います。
皆さんのお気持ちをいただけたらと思います。先ほど会長から「愛の反対は無
関心」というマザーテレサのお話がありましたが、私たちも子ども達に「愛とは忘れないことだよ」と
話しています。ぜひ宜しくお願いいたします。

幹事報告

栁田幹事
・昨日１８日
（月）
〜１０月２４日
（日）の１週間、
ＪＲ常磐線の各駅停車、つくばエクスプレスの１両目
にポリオデーの中吊り広告が掲示されています。その画像をロータリーのラインに載せさせて
いただきましたのでご覧になっていただければと思います。
・世界ポリオデーのフェイスブックの寄付を柏ＲＣの高田会長が立ち上げてくださいました。
１０
月１５日〜３１日までの期間で目標金額３０万円です。ご寄付をしていただく方は幹事の栁田ま
でお声がけください。すでに１０何万集まっているそうです。
・国際ロータリーの理事より、
１０月２２日
（金）の日本経済新聞の朝刊にロータリー１００周年
の広告が一面に掲載されるとのことです。

卓話

野田会員
本日、卓話ということで自己紹介をさせていただきたいと思います。パワーポイ
ントも不慣れですが、
どうぞよろしくお願いいたします。
昭和５０年５月８日生まれの４６歳、血液型はＯ型です。倉持会員と同世代です。
出身は生まれも育ちも我孫子です。小学校３年の時に柏の松葉町に引っ越しま
したが、我孫子第四小学校と、
白山中学校に通っていました。小学校、中学校共、
行きは父親の通勤の車に便乗させてもらい、帰りは電車とバスでした。
家族構成は妻と長男たくま
（高２）
と次男しゅうま
（中２）
です。共に公三先生の白ばら幼稚園の
卒園生です。
現在の楽しみは子どもの部活の応援です。長男が野球、次男は陸上をやっています。自分自身
が小中の時に両親が仕事の合間に試合の観戦に来ていたのを今でも鮮明に覚えているので、私
も夫婦揃って出来る限り子ども達の部活動を見に行こうと思っています。
次男が湖北中で陸上をやっていて、
自分も陸上をやっていたので、
１００ｍ、
２００ｍ、
４００ｍを昔
の自分と比べながら観戦に行っています。今はコロナのために観戦禁止になっていますが、外から
応援するのが楽しみになっています。
長男は地元の中央学院高校で野球をやっています。野球も昔、
自分がキャッチャーをやっていた
ので、
こちらも楽しみにひとつになります。強豪校なので、息子は今、ベンチ入りを目指して頑張って
います。今年は野球部の父母会の副会長もやっているので日曜日は少年野球の球場にいるか、中
央学院高校にいるかどちらかです。
今年も甲子園に行くことになれば、皆さんにお願いすることもあるかもしれませんので、
その時は
笑顔でよろしくお願いします。
簡単な経歴としては高校と専門学校を出て、
１９９４年に設計事務所に入所し、
１９９６年に会社
に入社しました。
２００３年に結婚し、
２００９年に我孫子青年会議所に入会し、
２０１５年に会社の代
表取締役に就任し、今年ロータリーに入会させていただきました。
我孫子市第四小学校は校庭が我孫子市内で一番狭く、
当時、国旗掲揚があり音楽が鳴るとそ

ちらに向かって直立不動で姿勢を取らなければいけませんでした。四小出身者として上村先輩と
梶先輩がいらっしゃいます。小学校の時の顧問が今の教育庁にいて、第二小学校の校長先生も当
時の音楽の先生でした。
白山中は今話題のブラック校則があり、中二の時まで強制的に坊主でした。中学入学前に北口
にあるヘアサロンでみんなで断髪式をしたのを今でも覚えています。中二の時に新聞にも載ったの
ですが、松葉町の中学校が白山中に殴り込みに来ました。白山中出身者としても上村先輩と梶先
輩がいらっしゃいます。
高校は流山北高校でした。
ＡＫＢの大島さんの出身校だそうです。
専門学校は上野にある千代田工科芸術専門学校で電気科に２年間行きました。
我孫子青年会議所では７年間という短い期間でしたが、多くの学びを得られました。その間にこ
ちらのロータリークラブに参加させていただきました。
レンゲ祭りにも参加させていただき、凧を作っ
て飛ばしたり蜂蜜を食べたりしたことを今でも覚えています。子どもも凧揚げを鮮明に覚えているそ
うです。
ハワイにうちの姉と母と父が行ったようで、今でも姉が澁谷さんのことを「澁じい」と言って時々
会話に出てきます。
話は変わりますが、道路交通法の第３８条、横断歩道に歩行者がいたら車は止まるか、渡るか渡
らないかわからない場合は徐行しなければならない、
というのがあります。本来なら当たり前のこと
ですが、ついつい違反してしまいます。最近は、横断歩道に人がいた時に徐行すると、爽やかな気
持ちになるというか、
当たり前のことをやっているのですが気持ちが高ぶるような自分がいます。逆
に見過ごした場合は「ごめんなさい、
ごめんなさい」とつぶやいている自分がいます。
会社の方は電気工事をやっています。昨年、電気工事と空調工事も施工できるようになりまし
た。社員は１３名で若者は少ないので、現在、若い人材を探している最中です。
官民の割合として、官公庁が２割、民間が８割です。主に、
マンション、工場、
オフィスビル、学校等
の電気工事全般をやっています。その中でも最近はＬＥＤ工事やネットワーク工事が増えており、
当
社も力を入れています。
ＬＥＤはまだまだ金額が安いとは言えない状況なのでお客様も迷っていると思います。
メリットとし
ては寿命が長く、消費電力が少なく二酸化炭素の排出も少なくなります。デメリットとしてはコストが
高い、熱に弱いという点がありますが、
どんどん進化しています。
自分自身が現場に携わって経験したことを紹介させていただきます。
我孫子の生涯学習センターの現場の工事に入った時に、大手の電気屋さんと現場で寝泊りを
続けて工事をしました。
野田の陸上競技場も施工しましたが、
こちらも現場に寝泊りをして大変な現場でした。
近隣センターこもれびも、野田の陸上競技場と同時期に工事をしていたのですが、野田と我孫
子を毎日往復して、
どちらかに寝泊まりしていました。当時３０歳だったので出来たのですが、今は絶
対にできないと思います。
３３歳くらいの時に布佐にある近隣センターふさの風で、初めて太陽光の工事を当社でも勉強し
ながら行いました。初めてやったので大変思い出深いです。
我孫子第三小学校の運動場の改修工事はＬＥＤ工事の出発点となります。
この現場で我孫子
市より優良建設工事の表彰をいただきました。
２０１５年に、
当社で昭和５５年に初めて我孫子市の工事を行なった寿保育園の改修工事を行い
ました。
ちょうど私が現場代理人をやっていた最中に父が亡くなり、忘れる事ができない現場です。
翌年に代表取締役になり、右も左もわからないまま経営をしていた、
そんな時に優良工事業者の
表彰をいただき社員に感謝をした一年でもありました。自分のやり方に不安を持ちながらやってい
た時期にこういった表彰をいただき、大変自信につながりました。
２０１９年に令和になって自分の中でもいろんな気持ちの変化もあり、会社の外装も米田先輩に
お願いし、
ロゴも変え、本当に自分が会社をやらなければならないと決心したスタートの年でした。
まだまだ経営者として学ぶことが多いです。人材不足で若手育成が建設業全体が直面している
課題ですが、給料と有給休暇についての問題も、今までなあなあにしていたので周りのいろいろな
方に聞きながら悩みながら取り入れている最中です。
事業の後継者問題についても、息子が高校２年生で進路を悩んでいますが、
どう将来につなげ
ていけばいいのか、話した方がいいのか、
いろいろ考えているところです。
会社の会長が亡くなり、会社の株の問題もいろいろと悩みながら日々を過ごしています。
悩みは尽きませんが、
ロータリーに入会させていただき、職種は違えどベテラン経営者の方達の
ご意見は大変参考になります。
これからも勉強していきたいと思っていますので、
よろしくお願いし
ます。

閉会の言葉

依田会長

例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
野田会員 卓話ありがとうございます。
依田会長
これからもロータリーで楽しく活動していきましょう。
荒井会員 野田さん卓話ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
上村文明会員 野田会員 卓話有がとうございます。
上村英生会員 野田会員 卓話ありがとうございます。
小池会員 野田会員 卓話ありがとうございました。
佐藤会員 今朝、寒くて目がさめました。
鈴木会員 米山御寄附 宜しくおねがいします。卓話感謝。
関根会員 野田会員 卓話ありがとうございました。
瀧日会員
野田さん貴重な卓話ありがとう御座いました。
野田さん卓話ありがとうございました。
服部会員
大変面白かったです。
藤本会員 野田さん卓話ありがとうございました。
前田会員
卓話ありがとうございます。
村越会員 野田会員 卓話ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

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
1,０００円
1,０００円
１３,０００円
１３３,０００円

今週の表紙「布佐中学校」千葉県我孫子市布佐1301番地
布佐駅から徒歩10分程度の公立中学校です。我孫子市内のベッドタウン化に伴い生徒数が急増し、1学年6、7
クラスに増えた時期もありましたが、少子化の影響を受け、現在は1学年2 、3クラスです。地域の中で地域と
共に成長する布佐中生として、多くの生徒がボランティア活動に参加しています。

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。

