第２６５２回例会報告議事録
日時 令和３年１１月２日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
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 : 米山奨学生 呂 蘇幸さん
ビジター : なし
S . A . A . : 米田友義

会長挨拶

依田会長
本日、米山奨学生の呂蘇幸君、例会にご参加頂いてありがとうございます。
１０月３１日
（日）
に２０２１ー２０２２年度の地区大会が幕張のアパホテルで行われ
ました。地区の方に出向されている藤本会員と、栁田幹事と私の３人で行って参
りました。
ＲＩ会長代理として２７７０地区の大宮ＲＣの中川様がいらしていました。
基調講演は建築家の安藤忠雄氏によるお話しでした。
我孫子クラブはマルチプル ポール ハリス フェローで古谷野会員、佐藤会員、澁谷会員、瀧日会
員、松本会員が表彰されました。ポール ハリス フェローで服部会員、村越会員が表彰されました。
また、米山功労賞で荒井会員、鈴木会員が表彰されました。
先日の子ども食堂、
フードパントリーの社会奉仕事業、本当にお疲れさまでした。皆様お一人お
一人の力でなんとか成功したと思います。
申し込みが７９世帯、
２４５食を予定していたのですが、前日キャンセルが３世帯、当日キャンセル
が１世帯、連絡なしで取りに来られなかった８世帯がありました。
３８食ちょっと余りましたが最後に
皆さんにお分けしました。
６７世帯、
２０７食を受け取っていただけました。仮装体験した子どもたちが
３３名いらっしゃいました。
皆さん嬉しそうに帰られました。普段体験できないことが出来て子どもたちも嬉しそうだったとの
ことです。
パントリーの終了後に２名の方からメールをいただきました。
ご紹介します。
「お弁当のほか、焼きそばや味噌田楽に野菜、
お米、焼きケーキまでいただきました。
どれも美味し
く幸せな気分でした。ありがとうございます」
「今日はたくさんのお野菜、
お米、手作りのお弁当をいただき、本当にありがとうございました。
コロ
ナ禍で、
ひとり親ということもあり、
いろいろ苦しい中このように支援していただいて感謝しておりま
す。スタッフの方々や農家の方々にどうぞよろしくお伝えください。ありがとうございました」
あびこんの方から、
たくさんの売り上げをありがとうございますとのことです。あびこんで、
これほ
ど多くのお弁当を今まで作ったことがなかったそうなのですが、
２００食をいろいろな工夫をしながら
社員の方々がなんとか作ってくださったそうです。発注をいただいて本当にありがとうございました
との言葉をいただきました。
ロータリーの皆さんにとても手際よくやっていただきました。石原さんや奥様方にも手伝っていた
だきまして本当に助かりました。お子様たちにも喜んでいただきました。ありがとうございました。
海外の奉仕等も今後考えていかなければいけないのですが、
まずは足元の、地元に根ざした奉
仕活動ができてよかったと思います。倉持委員長には本当に負んぶに抱っこでした。
これからも社
会奉仕事業を続けていきたいと思っておりますので、皆様もぜひお力添えをいただき頑張っていき
たいと思います。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
親睦ゴルフの方はゲストの方が１名、会員の方が４名参加予定です。参加され
る予定の方はまずはファックスの方をお願いします。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。すみません。私はゴルフはやらないのですが、気持ちは応援しております
のでよろしくお願いします。
誕生日祝いをしたいと思います。
８月８日の塩毛会員、
８月２４日の寺井会員、
１１月２７日の服部会員、
お誕生日お
めでとうございます。
結婚祝いもしたいと思います。
１５周年の前田会員、
３５周年の木村会員おめでとうございます。
４５周年の松本会員は本日欠席
されているので後日お祝いしたいと思います。

服部会員より
１１月２７日に７７歳になる予定です。我孫子ロータリーに入会し
てから１０回目のお祝いをしていただき、本当にありがとうございま
す。
先月の子ども食堂は非常に来場者の方に喜んでいただけまし
たし、家内も３階でお子さんたちが着替えるのを手伝い、
お子さん
たちが喜ぶ姿を見ることができて本当に１日楽しかったと申してお
りました。ありがとうございました。
寺井会員より
誕生祝い、ありがとうございます。
８月が誕生日で、それだけ会
場に来ていないことがばれてしまうのですが、
ようやくコロナが落
ち着いて、大手は振れませんが注意しながら食事会や例会に参
加できるかなと思っています。
よろしくお願いします。本日はありが
とうございました。

塩毛会員より
私も８月なのですが、年内にいただけてよかったなと思っており
ます。
私も６０代になりまして、環境の変化もあったり、多様性だとかあ
ったり、
いろいろ考えることがあります。
毎年ロータリーの基調講演を楽しみにしていまして、今年亡く
なられた筑波大の村上和雄教授の「笑いと健康」という講演が
以前ありましたが、今年は建築家の安藤忠雄さんでした。
８０歳に
なられたそうですが、いまだに迫力のある言い回しで、
ドスの効い
たしわがれ声で、他のものを寄せ付けないお話をされていました。ガンで胃と十二指腸と膵臓と他
にも２つくらい手術して撤去されているそうですが、
お元気でまだまだ長生きされそうでした。私は
他の所でも安藤さんのお話を聞いたことがあるのですが、最後は自分の家を２階建てで設計したい
とおっしゃっていました。
この調子だといつになったらご自分の家を設計されるんだろうと思うくらい
のバイタリティに圧倒されました。
自分の行き方をいろいろと考えて、新しい道も見ながら生きていければなと思っています。今回
はありがとうございました。
前田会員より
結婚祝いありがとうございます。
１８日が結婚記念日です。結婚
式で父にスピーチで「結婚生活は川下りだ。経験が浅い２人は小
さい波でも転覆してしまうけれども、
いずれ大きい荒波でも越えら
れるようになる」と言われたのですが、
いまだに小さい波で転覆し
っぱなしです。今後、
それを乗り越えていけたらと思っています。あ
りがとうございました。

木村会員より
結婚式の日は忘れていないのですが、
３５周年というのは全く
頭の中にありませんでした。
１０月１０日が結婚記念日で家内と２人
で出かけて食事に行こうと話していたのですが、あいにく入院中
でした。
長期欠席、大変申し訳なかったです。
９月末の夜に下血があり、翌朝に軽い気持ちで病院に行ったの
ですが憩室炎という病気でした。実は２回目で、前回は病院に行
って当日の対応だけだったので、今回も入院しても１日２日だろう
（次ページへ続く）

なと思っていたのですが、翌朝に大量出血し意識を失って倒れてしまいました。家内があわてて救
急車を呼びました。初めて救急車に乗ったのですが、意識が遠のく中でもガタガタして非常に乗り
心地が悪かったです。
意外に出血が止まらなくて、
２週間の入院になってしまいました。
まだ完璧ではないのですが、普
段の生活には支障がないとのことですので最近は少しずつ動き回っています。
今回かなり出血し一時血圧が４０くらいまで下がってしまいました。実は死にかけたのは２回目で
した。
１回目は打撲で外傷性ショックというものでした。今回は出血性ショックでした。血圧が戻らな
ければこの世に戻ってないのかなと思いますが、幸い助けていただきました。
そんな中で退院してきたら、今度は娘が入院しました。
これは出産のための入院で、孫が生まれ
ました。
うちはコロナ禍で４人孫が生まれ、
おかげさまで６人の孫のじいじになりました。
そんな激動の１ヶ月だったのですが、私は入院しているだけでしたが、家内がいろいろ大変だった
と思います。皆様にもご迷惑をおかけしました。
ロータリーからお見舞いをいただきまして、
ありがと
うございました。
ご心配おかけしました。

出席委員会報告

日暮委員長
２7名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率８4.37％
業務による欠席： 倉持会員、関根会員、福武会員、松本会員

ロータリー財団委員会報告

上村文明委員長
１１月は財団の月です。我孫子ロータリーはたくさんの寄付をしてくださる方が
表彰されています。ガバナーをされる方等、すごい寄付をされています。税制上、
寄付金控除もされます。
寄付は第二の奉仕活動であるということを肝に命じて、是非、
ポール ハリス フ
ェローを目指して、
ご寄付の方をよろしくお願いいたします。

依田会長から米山奨学生 呂 蘇幸さんへの奨学金授与

米山奨学生 呂 蘇幸（ロ・ソコウ）
さん
先日は子ども食堂に参加させていただいて誠にありがとうござ
いました。
２０２０年は一番厳しい時期でした。第１回の緊急事態宣言期
間もあり、大学が休講になりましたが、いろいろサポートをいただ
き生活は順調に進み、
コロナからの影響はそんなに受けずにすみ
ました。
コロナの影響は子育て家庭に影響があると感じました。
こ
ういう活動が社会勉強になっています。
こういう奉仕活動があり
ましたら、
また是非参加させていただきたいと思います。

米山奨学会委員会報告

鈴木会員
つい先日、
呂君からメールが届きました。東大の博士助成プロジェクトに選ばれ
たとのことです。グリーン トランスフォーメーションという社会変革を目指す社会
プロジェクトです。
グリーン トランスフォーメーションというのは、人類の共通財産である地球環境
をよりよく管理し、将来世代に引き継ぐために社会を変革することです。
今、
ロータリーから月額１２万の奨学金が出ていて、
そのプロジェクトになると月
額１８万の奨学金と、年間３４万円の別途の研究費が出るそうです。これは熱心に勉強する学生
のための奨学金なので遠慮なくいただいたらと話したのですが、重複して奨学金をもらえるかどう
か確認しているところです。が、呂君自身からロータリーの米山奨学金の方は辞退すると嬉しい話
をしてくれました。ただ、短い期間でしたが、
ロータリーに参加して皆さんと交わる中でこれからもず

っと我孫子ロータリークラブに通わせてくれないかと言ってくれました。私個人としては是非そうし
てもらいたいですが、理事会等でもんでいただければと思います。昨年の奨学生のフォンちゃんも
折々に呼んでいきたいので、米山奨学金をいただいている、
いただいていないに関わらず、
ロータリ
ーの道を通った者はずっとずっとロータリアンと共に歩む、
そんな素敵なことができたらいいかなと
思っています。

幹事報告

栁田幹事
・先日の子ども食堂に参加された皆さん、お疲れ様でございました。各担当で
反省点、
ご意見等ございましたら、
ラインの方に送っていただければと思いま
す。小さなことで構いませんので、遠慮なさらずにご記入いただき送信してい
ただければと思います。
・先日の日曜日に地区大会に依田会長と地区委員の藤本会員と参加してまい
りました。
気になったことが一つありました。冒頭に出てこられた２０２１ー２２年度 国際
ロータリー会長シェカール・メータ氏という方が世界全体のロータリー会員の
減少が目に余っており、各会員１人が１人を連れて来るように増強をお願いし
たいと話されていました。ぜひ我孫子もそういった体制作りをお願いしたいと
思いました。
柏東ＲＣの方とお話ししたところ、
コロナで来なくなった方がいらして４４名い
た会員が３２名まで減少したそうです。我孫子クラブは３５名くらいを目指し
て、最低でも３名程、
ゴルフにオブザーバーをお呼びしたりして増やせるよう
にできたらと思います。
・１１月１１日
（木）
に情報研修会をクレストホテルで行います。依田会長と栁田
と次年度会長幹事４名が参加して参ります。ZOOMにて参加できますので、
会員の方もご参加いただければと思います
・地区大会で２７９０地区のネクタイピンを全員分お預かりしてきました。
松丸さんの方までお声がけください。
・本日、理事会が例会後にございます。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
社会奉仕事業 子ども食堂 フードパントリー
依田会長
ありがとうございました。
栁田幹事 社会奉仕活動 皆様ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
上村文明会員
社会奉仕事業おつかれさまでした。
上村英生会員 １０月２４日の事業おつかれ様でした。
１. 入院見舞 有難うございました。
長期欠席申し訳ございませんでした。
木村会員 ２. 結婚祝いいただき有難うございます。
３. 娘に３人目の子供が産まれました。待望の女の子です。
これで孫６人のじいじになりました。
小池会員 呂さん これからもガンバッてください。
古谷野会員 子供食堂での活動お疲れ様でした。
佐藤会員 久しぶりの快晴で気持も晴れやか！！
呂君 高度人材育成プロジェクト（ＧＸ、地球環境を守る）の
鈴木会員
対象奨学生合格おめでとう！！
塩毛会員 お久しぶりです。
寺井会員 誕生祝 ありがとうございます。
野田会員 先日の例会楽しかったです。
服部会員 誕生祝いありがとうございます。
奉仕活動おつかれさまでした。
藤本会員
木村さん無理なさらずに。
前田会員
結婚祝い ありがとうございます。
村越会員 Ｊｃｏｍテレビに出演しました。
当 日 計
今期累計

金

額

1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
１0,０００円
1,０００円
１,０００円
1,０００円
2,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
２６,０００円
１５９,０００円

今週の表紙「我孫子中学校」千葉県我孫子市高野山537番地
青木功氏をはじめ多くのプロゴルファーを輩出している公立中学校です。生徒数が約1000名のいわゆるマン
モス校です。部活動も盛んで、特に駅伝部は東葛飾駅伝大会5連勝等の成績を誇っています。古くから伝えら
れる三大伝統として、「気持ちの伝わる挨拶」「心のこもった清掃」「感動し合える歌声」が受け継がれてい
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。

