第２６５５回例会報告議事録
日時 令和３年１１月３０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
１１月２１日
（日）
に広報・公共イメージ委員会、会員増強委員会、
フェローシップ
委員会の三委員会合同セミナーが千葉の会場で行われ、ZOOMで参加いたしま
した。
前ガバナーの寺嶋さんからの挨拶で広報に関してお話しがありました。
「ベン
ツのスリーポインテッドスターは誰が見ても優秀な車だと認知されるように、
ロー
タリーのバッジも社会貢献をしている良い経営者の集まりの象徴である、
と認識
してもらうために広報活動を進めている」と話されていました。
会員増強に関しては、我孫子は２名の増強を目標としています。柏ＲＣが３名、柏西ＲＣが３名、
柏東ＲＣが２名、柏南ＲＣが２名で１１グループでは１２名の増強を目標としています。柏南ＲＣの発
表があり、
コロナ禍の休会中に例会案内の新聞を作ってファックスで送って、
ロータリーやロータリ
アンに関することをお伝えしていたそうで、
それが会員増強や維持につながったとのことでした。
フェローシップ委員会については、地区の同好会の紹介がありました。野球同好会、二輪車同好
会、
スリランカ同好会、女性交流会の４つの交流会のお話しがありました。募集していますとのこと
ですのでご興味のある方はぜひ参加してください。
このセミナーは３時間で内容の詰まったZOOM会議でした。
先週の日曜日、
１１月２８日に我孫子市国際交流協会の３０周年の記念式典がありました。私と村
越副会長はアイラの方の役員になっていてロータリーからは木村国際奉仕委員長に出席していた
だきました。
今週もいろいろニュースがありました。
コロナの方はオミクロン株が出てきましたが、入国制限等
を早めにやっていただいたおかげで何とか抑えられればなと思います。
先週は野球の話題が多かったかなと思います。我孫子の中央学院大学の野球部が優勝しまし
た。千葉県でも初優勝だそうです。最初、
４戦中３敗して入れ替え戦の話が出るくらい低迷してい
たのですが、菅原監督は毎日２時間の打撃練習を行い仲間との絆を深めて、
そこから公式戦１２連
勝し、決勝は慶應義塾と戦い優勝したそうです。本当に我孫子としては名誉な事だなと思います。
これからもロータリーで応援できたらと思います。
プロ野球はセリーグでヤクルトスワローズが２０年ぶりに優勝しました。私は隠れヤクルトファンで
したので喜んでおります。
大谷翔平選手がＭＶＰに選ばれました。テレビでも大谷翔平選手の昔の話等がいろいろ紹介さ
れていて素晴らしいなと思います。高校生の時にすでに１６０キロを投げると宣言し、
目標を立てて
いたそうです。本人が書いた目標ノートが紹介されていました。
宣言する力というのが非常にあるのかなと思っています。何々します、
と宣言することで力が生ま
れ、現実になるということを何度か見ています。
我孫子ロータリークラブを大きく活気のあるクラブにしますので是非よろしくお願いいたします。

依田会長より、上村文明会員と木村会員へ
米山記念奨学会の功労者として感謝状を授与

親睦委員会報告

寺井会員（代理）
今週１２月３日
（金）
に親睦ゴルフが藤ヶ谷で行われます。
７時半集合です。チャ
リティっぽくしようと思っておりますので是非よろしくお願いします。
７月が誕生日の志賀会員にお会いする機会がどなたかありましたら、例会の方
にご参加くださいとお伝えください。

出席委員会報告

三枝会員
２３名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率７１.８７％
業務による欠席： 荒井会員、石原会員、上村（英）会員、倉持会員、日暮会員、
藤本会員、前田会員、湯下会員
ZOOMによる出席：小野会員、古谷野会員、塩毛会員

米山奨学委員会報告

鈴木会員
呂くんが大学の方の全国の優秀な人たちへの月額１８万円の奨学金にエントリ
ーしたところ合格したのですが、米山奨学金と重複してもらうのは申し訳ないとい
う気持ちがあり、米山の方の奨学金は辞退する旨を米山の全国規模の団体の米
山さんという方に呂くんがメールを書きました。少しご紹介させてください。
「一年足らずですが、
ロータリーの世話クラブの方は留学してから一番親切で
尊敬できる方です。子ども食堂の地域活動に参加させてもらって、
とても社会勉
強になりました。
コロナ禍で生活に困窮している片親家庭がこんなにいると初めて気づきました。
ロ
ータリーの精神を心に刻み、今後、学友としてロータリーの活動に参加させていただければ感謝し
ます。
ロータリー、米山との縁は一生切れないように望んでいます」と彼は書いてくれました。
米山さんはお返事で、
呂さんのご辞退は残念ですが感謝の気持ちを伝えてくださり、ぜひ今後も
学友として交流を続けてくださいと書いてくださいました。
フォンちゃんも一緒に先日、彼女の２６歳の誕生日に呂さんと私の家内の４人で食事会をしまし
た。彼女も我孫子ロータリーに折々来たいという希望を持っていることをこの場を通じてお伝えし
たいと思います。
ご協力をお願いいたします。
本来は本人がここで辞退報告をするべきなのですが、
今日は私が代理でお返ししたいと思います。

幹事報告

卓話

栁田幹事
・柏西ＲＣより訃報受理。榎本洋史会員
（７９歳）
が１１月２７日にご逝去。
・本日、臨時理事会が行われます。通常１時半より行いますが、
藤本会員のご都合で２時頃より開始します。

関根会員
卓話の話をいただいた時に頭をよぎったのはインボイス制度だったのですが、
２
週間前に日暮会員に横取りされてしまったので、過去の趣味の経験、今後の趣味
についてお話ししたいと思います。
私は小さい頃おてんばで男の子と間違えられるような、体育と音楽が大好きで
運動会が何よりも大好きな子どもでした。中学校、高校はバスケットボール部に所
属しておりまして、
なぜか他の球技ではなくバスケットボールが大好きで、部活はす
ごく厳しかったのですが行くのが楽しみだったことを記憶しています。
ただ、
だんだん違うものにも興味も持ち始め、
フィギュアスケートもやってみたかったのですが我孫
子の町では縁がなく実現しませんでした。
高校を卒業して自分で動けるようになった時にいろいろ見て、
ダンスのスタジオの門戸を叩き、始
めました。そこのスタジオは子ども達にも教えていて、渡辺謙さんのお子さんの杏ちゃんと大ちゃん
がいたことを記憶しています。
（次ページへ続く）

少し違うジャンルのダンスもやってみたいと思い、いろんなスタジオをみさせていただいて、一番
何年もお世話になったのが夏まゆみさんという先生のスタジオでした。初代モーニング娘の立役者
である振付師の方です。その先生の元で、
当時ＣＭ女王と言われた鈴木蘭々ちゃんが出る舞台にも
出させていただいたりしました。
上手くなりたいと思い、同時にいろいろなスタジオで行っているうちに仲間もでき、仲間に誘われ
て舞台に出たり、
カラオケの動画にも出させてもらったりしました。
一番大きな舞台はチューブの横浜アリーナでのコンサートで、
その他大勢の一人ですが「あー夏
休み」とかを一緒に踊っていました。
ダンスの基礎はクラシックバレエだなということで、
クラシックバレエも１０年以上レッスンを受け、
舞台にも出させていただきました。
ただ、
だんだん仕事を承継していくうちに時間も限られてきて、
それを職としてやっている仲間達と
は同じようにできなくなり、
いい加減にやめなければいけないなと感じるようになったのが２０代終わ
りでした。その頃にすごく感じたのは、大好きなことをやり続けることと、大好きなことをやめることは
どっちが大変なんだろうということでした。
その頃に教えることもさせていただいていて、
当時教えた子がダンスが大好きになってスタジオを
開いたという話を聞いた時は本当に嬉しかったです。
何かお役に立てることはないかなと思っていた頃、我孫子市でミュージカルを作るという事業があ
り、公募で応募してダンスのサポートのお手伝いをさせていただきました。何回か振り付けのお手伝
いをさせていただいた後に第１子を授かり、途中でリタイヤすることになってしまいました。
子どもを産んだ後は子どもに教えることも多少させていただいて、
いとこの子が民謡歌手でインデ
ィーズデビューをし、
その横で子どもを踊らせるというようなことをしました。その後、第２子を授かり、
一切ダンスからは遠ざかりました。
それからは子育てと仕事で奮闘しダンスとは縁がなくなったのですが、税理士をやっているうち
に、
エンターテインメントの世界には正解はひとつではなく、
より優れたものが脚光を浴びる世界なん
だなと感じました。縁あって始めた税理士業というものは基本的に正解はひとつで、間違えてはいけ
ない仕事だなとしみじみ感じます。前者の方で戦っていく人は素晴らしいなと感じます。
人前で踊ることは二度とないだろうと持っていた時に、何年か前に税理士会のダンス同好会で誘
われ、賀詞交換会でおじさま達と楽しく踊らさせていただきました。
３０年程前に父が亡くなりまして、一気に仕事を引き受けるという状況があったのですが、
その当
時はこういう趣味があって気持ちのバランスを取っていたのではないかと思っています。
実は５月に最愛の母を亡くしました。父が亡くなってから本当に二人三脚で関根会計事務所を切
り盛りして来たので、
それはそれはダメージが大きくて、今年はいくつかの別れが続き、挙げ句の果
てには長年勤めていた職員が繁忙期を前にして辞めてしまい、
そういう年ってあるんだなというぐら
い別れが続きまして喪失感はかなり大きいです。
この倒れきった気持ちを立て直すために新しい趣
味をやりたいなと思い、
ギターを弾いてみたいなと思っています。
先ほど依田会長が宣言する力というお話をしてくださったので、年末年始、
３月と繁忙期を終えた
後、別れの後に訪れるであろう新しい出会いと新しい趣味を楽しみにしていきたいと思います。
期待外れの卓話で申し訳ありません。つきましては、
いらないギターとかどこかで眠ってるギター
とかありましたらお譲りいただけたらと思います。最後にお願いさせていただきまして、今回の私の卓
話とさせていただきます。
どうもありがとうございました。

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
関根会員 卓話ありがとうございます。
依田会長
新年会でダンスを踊ってください。
栁田幹事 関根会員 卓話ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
梶会員
関根さん卓話ありがとうございます。
卓話有りがとうございます。
上村文明会員
多才な趣味を聞かせて頂き有りがとうございます。
関根会員 卓話ありがとうございました。
木村会員
今年もあと一ヶ月になりました。
小池会員 関根さん卓話ありがとうございました。
佐藤会員 寒くなりました。
鈴木会員 会長、関根さん よいお話ありがとうございました。
寺井会員 関根さん卓話ありがとうございました。
野田会員 卓話ありがとうございました。
服部会員 関根会員 卓話ありがとうございました。
村越会員 関根会員 卓話ありがとうございました。
米田会員 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
２０２,０００円

今週の表紙「春日屋」千葉県我孫子市我孫子4丁目38番20号
1963年の創業以来、様々な銘酒、厳選ワイン、オリジナル本格芋焼酎まで幅広い種類の銘酒と健康食品等を
取り扱っている酒屋さんです。1983年には優良経営食料品小売店全国コンクールにおいて農林水産大臣賞を
受賞しました。品揃え、品質管理、接客すべてにおいて定評のあるお店です。会員制の地酒愛好会である「か
すが会」は2008年に創立30周年を迎えました。

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。

