第２６７１回例会報告議事録
日時 令和４年６月７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 : 米山奨学生 楊婷（ヨウ テイ）様
ビジター : なし
S . A . A . : 米田会員
依田会長

６月に入りまして残りわずかとなりましたが、よろしくお願いいたします。
先週６月３日の屋形船、久しぶりの親睦、上村委員長をはじめご準備をして
いただいた皆様、ありがとうございました。ロータリーの皆さんと楽しく過ごせ
て、本当にありがとうございました。行けなかった皆様、コロナも落ち着いて来
ると思いますので、ぜひ今度参加していただけたら楽しいひと時を過ごせると
思います。
ロータリーレートは今月１２７円です。先月は１３０円でしたが、今月は１２７円です。
６月３日からヒューストンで国際大会が始まっています。明日までの８日間、開催されていま
す。次はシドニーです。行ける時に皆さんと行ってみたいなと思います。
昨日、昨年より８日早い梅雨入りをしました。早く梅雨が明けて夏になってくれればと思いま
す。
今週もいろんな事件がありました。給付金詐欺は本当にひどいと思いました。私もコロナ禍で
３割くらい売り上げが落ち非常に厳しい状況でしたが、持続化給付金で本当に助かりました。
国税局職員が関与した件に関しては本当にひどいかなと思います。倫理観の欠如が最近は本
当にあると思います。税金を扱う公務員が自分の私欲のために搾取するというのは、昔は考えら
れませんでした。
最近はしくみを使って儲けることが流行っているのかなと思います。ネットビジネスやビットコ
イン等を若い人達でやってしまう方が多いと聞いています。
仕事というのは社会に対しての義務と使命ということで職業奉仕に重なってくるのかなと思い
ます。
私のお客様でも多いのですが、企業してお金を作る仕組みを作って、作った後に売ってしまう
企業が多いです。
私は事業を始めて８年目なのですが、会社を続けていくのは本当に大変なことだと思っていま
す。お客様のために長く続けること、安心して長く付き合っていけることが大事だと思います。私
は自分に何かがあった時に自分の身内や優秀な方に引き継げるように、会社を法人化しました。
日本は１００年企業が多い国と言われていま
す。世界最古の会社は日本の会社と言われてい
ます。大阪にある宮大工の会社で、金剛組とい
う会社です。創業５７８年なので創業１４４４年
だそうです。日本には１０００年以上の会社が他
に７社あるそうです。
２００年以上の会社は３１４６社。２位のドイ
ツは８３７社です。これだけ日本人は勤勉で倫
理観も高く、責任を持って会社を続けているのだ
と思います。私はそういう日本の会社が好きで
す。
皆さん、それぞれ素晴らしい会社を続けてい
ただき、この我孫子からも１００年企業、２００
年企業、そして１０００年企業が生まれればと
思っています。
依田会長から米山奨学生 楊婷さんへ米山奨学金の授与

ご挨拶

米山奨学生 楊婷さん
先週は屋形船での例会に参加させていただいて、ありがとうございました。光
栄に思っています。今までお話しする機会がなかった方々と楽しくお話しできて、
個性的な方も多いし、フレンドリーな方ばかりと感じています。すごい楽しかった
です。
ご家族の皆さんも親切にしてくださって暖かさを感じました。天ぷらの食事も
おいしかったし、景色もきれいで、こういう機会があったらまた皆さんと一緒に
体験させていただきたいと思います。ありがとうございました。

依田会長よりＲＬＩ修了書

ファシリテーター トレーニングコースと
卒業コースの２つを小野会員へ授与

小野会員より一言
あれ以来、全部やってし
まえという勢いで全５回、
土曜日をつぶしてやって参
りました。
前回の例会の時のような
テーブルディスカッションの
形になっていて、１日６コマをやって、追加で４、
５コマやって、最後は自分がディスカッション
リーダーをやり、グループディスカッションをし
きって、ＤＬ（ディスカッション リーダー）となる
流れになっています。
ＤＬの方々の話を聞いたら、そもそもＲＬＩと
いうのは会長幹事が対象になっていたそうなの
で、会長幹事はぜひ受けてみていただきたいと
思います。

親睦委員会報告

上村英生委員長
先週６月３日（金）は屋形船例会に参加していただきまして、ありがとうござい
ました。バスの手配から、買い物までやってもらいまして、会員の皆様のご協力
で無事終えることができましたので、本当によかったと思います。
個人的には家を出るまで暑かったのでポロシャツで大丈夫かなと思っていた
ら、家を出た瞬間に雨が降り出し、すごく寒かったのが印象的でした。あまりに
寒くて船室にすぐ入ってしまい、夜景をあまり見られなかったのが残念でした。
次回また何かありましたらご参加いただけたらと思います。

日暮会員、ご結婚３０周年、おめでとうございます。
５月１０日生まれの荒井会員、６月６日生まれの鈴木会員、６月１２日生まれの上村文明会員、
６月１３日生まれの前田会員（ZOOM参加）、６月１９日生まれの米田会員、６月３０日生まれの
梶会員、お誕生日おめでとうございます。

荒井会員より
誕生日のお祝いをしていただきまして、ありがとうございます。ロータリーに
入会して今回で１０回目のお祝いになります。
今までは例会と誕生日が重なったことはなくて、今回初めて重なり楽しみ
にしていたのですが、前日が私の結婚記念日で、その日に目の検診に行った
ら網膜剥離でもしかしたら失明しちゃうかもしれないと言われ、翌日、誕生日
の日に日帰りの手術をしました。なんて悲惨な誕生日なんだと思っていたので
すが、初期で網膜剥離が見つかって日帰りの手術で済んだのでよかったかなと思いました。
今年は仕事もロータリーもがんばってやっていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。
鈴木会員より
私は昨日が誕生日で７４歳になりました。幼稚園の方は息子に譲って、今は
隠居して自分の身をどうしていくかという難しさを感じています。昨日は７０
歳も違う子ども達に「お誕生日おめでとう」と言われ、隠居の難しさなんて考
えずに、なんて幸せな所にいるんだろうと幸せを感じました。
昨今感じるのは、命に対する哀れみとか愛おしさです。犬は昔から好きで
すが、小さな虫さえも愛おしいような、そんなところまで来ているのかと、天国
に行くのが楽しみのような気もします。ひとつひとつが愛おしい自分であるならば、徹底して、少
ない愛を駆使して残りの人生を生きていきたいと思っています。
上村文明会員より
お誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。
私はコロナになってから朝５時頃に出て１時間３０分〜４０分くらい散歩
をするようになりました。３キロくらい減りまして、１年ぶりに税理士の人達に
会ったら、随分お腹が引っ込んだなと言われました。散歩のおかげだなと思っ
ています。
寄る年波には勝てず、白内障で目が悪くなりました。ゴルフも１００ヤード
だと見えなくなりました。５月に左と右と手術を行い、６月３日にゴルフに行ったのですが、球が

見えて感動しました。
目の手術は麻酔が効いていても精神的に嫌なものですが、終わってしまえば、これからまだま
だ人生頑張れるぞと思っている昨今です。これからもよろしくお願いいたします。
米田会員より
本日はお誕生日のお祝いをしていただき、ありがとうございます。
ロータリーに入ってから毎年、太ってる太ってるっていう話をしていて、挙げ
句の果てにこの間の屋形船でも「病気になるから痩せなさい」とみんなに言
われ、家内もいましたので、家に帰ってからも痩せることばかり言われ非常に
つらい思いをしています。
なぜか同じ食事をしているのに自分だけ太ってしまうので、ホルモン異常
ではないかとも言い訳がましく言っています。健康維持ができればと思って
いるのですが、痩せたら皆さんの評価も上がるかなとも思いながら、この一年頑張っていきたい
なと思っています。本当にどうもありがとうございます。
梶会員より
誕生日のお祝いをいただきまして、ありがとうございます。
豊富というか期待を込めて、我々の業界としてはようやく少しずつ復活の兆
しは見えているのですが、まだまだです。これからが正念場かなと思うのです
が、６月にインバウンドが解禁され来月からはGoToトラベルの再開というこ
とで、なんとかこれで盛り上がって通常通りの世の中に戻って欲しいのが切な
る願いです。
コロナ禍でこの２年間、いいことはほとんどありませんが、よかったことは自分の会社の弱さ
と真摯に向き合えた時期だったかなと思います。会社としても社員にとってもなんとかプラスにし
なければいけないなと、なんとか精進していきたいなと思っています。ありがとうございました。
日暮会員
結婚のお祝いをしていただきまして本当にありがとうございます。自分でも
３０年経ったのかなと大変びっくりしています。
平成４年６月２８日に結婚をしました。７月７日に入籍しました。織姫と彦
星のように１年に１回会えば今でも新鮮だったと思うのですが、そういうわけ
にもいかなかったです。
上の子は息子で２７歳です。入籍はしているのですがコロナ禍で結婚式が
できず、今年の１０月に結婚式を予定しています。
下の子は娘で２３歳です。学生時代は彼氏がちょくちょく変わってたのですが、モテ期が終
わったらしくて、ペットの会社に勤めており、ペットの世話を一生懸命しています。
３０年も経ってしまったのですが、過去２、３回くらい喧嘩で「出てけ」と言ったこともあり、本
当に出て行ったこともあるのですが、だんだん年が経つにつれてお互いに一定の距離を取って接
することで今は大変いいのかなと思います。我が家ではそれを思いやりと言うのですが、思いや
りをもってこれからも仲良くできるかどうかわかりませんが、続けていこうと思いますので、また
よろしくお願いします。ありがとうございました。

出席委員会報告

２９名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席：石原会員、福武会員、湯下会員
ZOOMによる出席：塩毛会員、前田会員

幹事報告

日暮委員長
出席率９０．６２％

栁田幹事
・再来週６月２１日（火）パストガバナー 松戸東ＲＣの得居様が来られます。是
非ご参加いただけたらと思います。
・ポリオの音楽会が本日アミューズ柏クリスタルホールにて６時１５分より開催さ
れます。１枚チケットが残っておりますので、お時間ある方でご希望の方はお知
らせください。

閉会の言葉

依田会長

本日例会後に理事会があります。理事の方はお残りください。
例会を終了いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
本日も多くの参加ありがとうございます。残り１ヶ月がんばりま
依田会長
す。
栁田幹事 結婚、誕生日、皆様おめでとうございます。
荒井会員 お誕生日祝い ありがとうございました。
小野会員 我孫子ＲＣで３人目のＤＬになりました。
梶会員
誕生祝い ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
上村英生会員 親睦例会ありがとうございました。
上村文明会員 お祝いありがとうございます。
お誕生日の皆様、結婚祝いの日暮会員、おめでとうございま
小池会員
す。
古谷野会員 会長挨拶、感銘を受けました。ありがとうございました。
鈴木会員 ７４才になりました。お祝い ありがとうございます。
ご結婚おめでとうございます。お誕生日おめでとうございま
寺井会員
す。
服部会員 今日は孫娘と音楽会に行きます。
日暮会員 結婚祝ありがとうございました。
藤本会員 皆様おめでとうございます！
！
村越会員 親ぼく事業、お疲れ様でした。
米田会員 誕生祝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
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
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
２０,０００円
４７９,５５９円

寄付用
ウクライナ、トンガ王国支援金

今期累計

８１,０００円

今週の表紙「水生植物園」千葉県我孫子市高野山新田130番地
毎年5月になると薄紫色の藤棚が見事な植物園です。2012年までは毎年6月にあやめまつりが開催されてい
ました。2013年の夏は一面ひまわりの花が咲き誇りました。
手賀沼のほとり、親水広場に隣接しています。周辺には手賀沼遊歩道、鳥の博物館、山階鳥類研究所等があ
り、ウォーキングやサイクリングの途中にも立ち寄れます。

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。

