第２６７８回例会報告議事録
日時 令和４年８月２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 . : 石原会員
藤本会長

「暑いですね」または「かかっちゃいました」が昨今のご挨拶代わりになって
いるのかなと思います。皆様におかれましてはいかがでしょうか。感染対策を
しっかりされていると思います。
８月からの例会は感染対策としてスクール形式になりました。１１グループの
他のグループも中止はせずに感染対策を講じて例会を開催しているようです。
ただ、私共も前回できなかったのですが、飲食を伴う夜間例会等は行わないよ
うにしているとのことです。柏南さんの納涼例会もゲストを呼ばずに例会だけ行うと報告を受け
ています。
来週はガバナー公式訪問のプレということで猫田ガバナー補佐と小林補佐幹事が来られま
す。どうぞご出席の程よろしくお願いいたします。
姉妹クラブの豊原さんより６０周年記念の立派な冊子が届いています。事務局の方にあります
ので、ご覧になってみてください。
皆さんのご職業は様々ですが、インターネットやＳＮＳを仕事で利用されている方はいらっしゃ
いますでしょうか。私の場合は、非常に多く利用しています。
従来ですと、飛び込みのお客様が主流でしたが、現在はお客様の９割がインターネットの問い
合わせを通じて来てくださっています。
３０年前、父の元に帰って来る前まで私は出版会社に勤めていたのですが、ニフティというも
のでテキストデータを扱っていました。
家業を継いで早々にホームページを作成しました。その頃は大手の不動産業者はまだＨＰが
構築されておらず、ホームページを持つ我が社は非常に多くのお客様にご好評いただきました。
今週に福島と、週末には岐阜に行ってまいります。お客様からこの辺りを探しているというリ
クエストがあり、グーグルのストリートビューで大体の場所がわかりますので、地図を送ったり等
ネット上でやり取りをし、今回のお客様は６件をご覧になるのですが、内３件は買い付けをいた
だいており、残りの３件を見てから決めることになっています。
もう店頭で待ってる営業ではなく、いかにこういう動きをしていくのかというのがビジネスのひ
とつの勝利のポイントではないかと思っています。
私が言うのもなんですが、皆さんもネットを利用されて他者との差別化をされてみたりしてはい
かがでしょうか。
通院していて処方箋を届ける時間もない時は
小野会員のところに処方箋の写メを送り、４日以
内に取りに行くというやり方を何度もさせていた
だいています。大変便利な世の中になったと痛感
してます。
来週はガバナー補佐訪問、翌々週はガバナー
公式訪問です。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
藤本会長より古谷野会員へ
ロータリー財団ポールハリス フェロー
バッジ３つ目の授与

親睦委員会報告

梶委員長

本日は３名の方のお誕生祝いを行いたいと思います。
お誕生日が８月４日の栁田会員、８月８日の塩毛会員、８月２４日の寺井会員、おめでとうござ
います。
栁田会員より
５３歳になります。特に普
通通り頑張りたいと思いま
す。ありがとうございます。

寺井会員より
私も特にないのですが、
５２歳になっちゃいます。毎
年何もせずにボケっとしてる
だけで誕生日が来てしまう
ので何かしなきゃなと思い
ながら一年が過ぎていきま
す。健康にだけは気をつけて今まで通り過ごせ
ていけたらと思っています。本日はありがとうご
ざいます。

出席委員会報告

野田委員長
２８名（出席免除者含む）出席（全員で３３名） 出席率８４．８４％
業務による欠席：関根会員、仲江会員、福武会員、前田会員、湯下会員
ZOOMによる出席：塩毛会員

前年度会長報告とあびこカッパまつりについて

依田会員

２点あります。
昨年のご報告をいたします。佐々木ガバナー補佐より１１グループの会計収支
報告です。
収入の部。ガバナー補佐経費として２５万円。各クラブ５万円５クラブ。情報
研修会登録料。合計１,１５６,００１円
支出の部。各クラブの挨拶。情報研修会費用。ZOOM。会員向上セミナー、
合同例会打ち合わせ。慶弔費。会議費。会長幹事会等々。合計１,１３８,２６０円
差し引き１７,７４１円とのことです。
もう１点。第１５回あびこカッパまつりの件です。
初回から関わっているのですが、前回２回コロナでＷＥＢでやったり写真の展示会をやったり
しました。昨今コロナウィルスの感染数が多いのですが、行動制限が出ない限りはやりたいと思

い準備をすすめています。
いつも我孫子の駅前を使っていたのですが、今年は手賀沼公園の多目的広場を使用する予定
です。
手の消毒と検温を入り口で実施し、ＯＫの人はリストバンドをして中に入っていただくという安
全対策をする予定です。
規模は小さくなっています。お店も我孫子市内のお店とキッチンカー。子どもの踊りやソーラン
節も我孫子市のみで開催します。
メインのカッパ大行進はせず、真ん中に櫓を建てて昔ながらの盆踊りの形で行いたいと思って
います。参加者を募っていきたいと思いますので８月２７日（土）、お時間のある方はぜひご参加
いただければと思います。
カッパ音頭を踊っていただいた後、最後の１０分程度、７時から花火をあげたいと思っていま
す。
コロナ禍ではありますが、感染対策をしっかりして少しお祭りの雰囲気を味わっていただけれ
ばと思います。少しでも気晴らしになれば街も活性化するのかなと思います。
協賛のお願いもさせていただきました。クラブとしては理事会で承認を得て協賛できればと
思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

幹事報告

日暮幹事
先週２７日の夜間例会は休会になったのですが、日中の例会も中止になった
連絡が遅くなりまして大変ご迷惑、ご心配をおかけしました。申し訳ありません
でした。

・８月９日（火）はガバナー補佐がいらっしゃいますので、皆様ご出席の方よろしくお願いいたし
ます。
・８月１６日（火）は休会になります。
・８月２３日（火）はガバナー公式訪問になりますので、そちらの方も皆様ご出席の方よろしくお
願いいたします。
・ロータリー財団セミナーが９月１７日（土）に開催予定です。８月２６日が締め切りです。該当す
る委員長の方はよろしくお願いします。
・研修系３委員会合同セミナーが１０月１日（土）に開催予定です。９月１６日が締め切りです。該
当する委員長の方はよろしくお願いします。
・ＲＬＩ推進委員会臨時ＤＬコースが８月２７日（土）開催予定です。これはどなたでもご参加で
きます。８月１７日が締め切りです。
・奉仕プロジェクトセミナーが８月２０日（土）開催予定です。８月６日が締め切りです。該当する
委員長の方はよろしくお願いします。
・会員増強月間のリソースということで事務局の方に案内が来ております。委員の方はよろしく
お願いします。
・クラブ活動計画書が流山ＲＣ、柏ＲＣより届いております。ご覧になりたい方は事務局までお
声がけください。
・本日例会終了後に理事会がございますので、理事の方はよろしくお願いします。
・我孫子クラブの活動計画書は８月９日に納品される予定です。
本来、活動計画書は年度の初めに皆さんにお配りするのが原則ですが、遅くなりまして申し訳
ありません。

ミニミニ卓話
荒井会員
私の会社の近況報告をさせていただこうと思います。
うちの会社は今年２３期目の決算を迎えたのですが、おかげさまで目標の
１０億円売り上げ突破を目標達成しました。とても嬉しく思います。
天王台北口のパチンコダイオーの跡地を購入し、６９世帯のファミリータイプ
の鉄筋コンクリート１０階建てのマンションを昨年１１月に着工しまして、今年の
９月３０日に完成予定、１０月１日から入居予定です。
その中でびっくりしたことがありました。７月にモデルルームを２つ作って募集を始めたのです
が、６９世帯中３５世帯申し込みが入っています。お客様がどういうところから来ているのかとい
うと、普通は市民の方が７割、８割なのですが、今回の物件の場合、６０％くらいが都内からのお
客様です。稀なことなので驚いています。
決まっていく物件も高いところから決まっていきます。天王台の北口がさびれており、人口を増
やして活性化したいという目標があったので、とてもよかったと思っています。
ありがとうございました。
石原会員
私は９２歳になる母親の話をしたいと思います。
先日、６月３日に母が老人ケアホームに入居しました。母は認知症も患ってお
り、足腰も弱りほとんど車椅子で動いて、トイレもやっと這っていくような状態
でした。
入所するところを探していたようなのですが、私としてはまだまだ早いのでは
ないか、もう少し家にいてほしいなという思いがありました。
６月３日に入所したら、なんと６日に３９度の熱が出て名戸ヶ谷病院に入院しました。コロナで
はなかったのですが、肺炎と尿路感染症でした。
スタッフの人に伺うと、入所した時に母は唖然として「私は捨てられてしまったの？」と言った
そうです。環境が変わったストレスで病気になったのかな、とかわいそうなことをしてしまったん
じゃないかと自分も責めました。
２週間入院し退院し施設に戻りました。病院に迎えに行ったのは弟でしたが、母の足は棒の
様になっていて、動かなくなっていました。認知症も進んでいました。
なんとか家で介護できないかと悩み、いろんな方に聞いてみました。寺井会員にも相談してヘ
ルパーさんのこと等も伺い、力になっていただきました。
そこでいろいろ２ヶ月悩んだのですが、最後の最後に私を決断させてくれたのが、私のピアノ
の生徒さんでした。在宅介護もされている女医さんです。
「紀子先生、そんなに甘いものじゃない
よ。紀子先生だから話すけど、施設から引き受けて在宅介護にしてハッピーになった人は誰もい
ない。患者さんも家族もハッピーになった人は誰もいない。やめなさいよ」と強くおっしゃいまし
た。葛藤の日々でしたが、やっと納得した最近です。
もう一人、民生委員をされている男性の方がいらっしゃるのですが、ヤングケアラーについて教
えてくださいました。今、１５人に１人の若い人が家族の介護をするために学校に行けないそうで
す。その支援をするための方法が確立しておらず、我孫子市はそういう方達への支援が非常に手
薄なのだそうです。
介護の大変さを知った今、ロータリークラブの社会奉仕活動でそういった方達の何か力にな
れればと思います。皆さんにまたご意見を伺いたいと思います。
ありがとうございました。

閉会の点鐘

藤本会長

本日、
お誕生祝いの栁田会員、塩毛会員、寺井会員、
おめでとうございました。
古谷野会員、
ポールハリス フェロー３回目、
おめでとうございます。
ミニミニ卓話、荒井会員、石原会員、
ありがとうございます。
どうぞ気楽に近況報告をしていただ
ければと思います。何卒よろしくお願いいたします。
暑さが厳しいです。
コロナの感染もあります。
どうぞ皆様、十分ご留意いただければと思います。
これをもちまして８月の第１例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
藤本会長 皆様の近況を聞くことが出来、楽しいですネ。
日暮幹事 お誕生日おめでとうございます。卓話ありがとうございました。
石原会員
古谷野会員、
ポールハリスフェローおめでとうございます。
小野会員 荒井会員、石原会員、卓話ありがとうございました。
上村英生会員 荒井会員、石原会員ありがとうございます。
ニコニコＢＯＸ
古谷野会員
ポール・ハリスのバッジ授与して頂き、
ありがとうございました。
瀧日会員 ミニミニスピーチ面白いですね。時々企画して下さい。
お誕生祝ありがとうございます。卓話、荒井さん、石原さん、
寺井会員
ありがとうございます。
服部会員 ミニ卓話ありがとうございました。
村越会員 毎日、暑いですネ。皆様ご自愛下さい。
栁田会員 誕生祝ありがとうございました。
依田会員 第１５回あびこカッパまつり宜しくお願いします。
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
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１３,０００円
６３,０００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「武者小路実篤邸 我孫子山荘」千葉県我孫子市船戸2丁目21番9号
白樺派の創始者として有名な武者小路実篤は、大正5年〜7年（1916〜18年）に我孫子に住んでいました。
志賀直哉や柳宗悦等と交流し、ここで「大和武尊」「ＡとＢ」などを執筆しました。「新しき村」の建設を
唱え、その発会式はこの邸内で行われました。
庭園は今も管理が行き届いており、当時の雰囲気をそのまま今に伝えています。

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。

