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会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2408回 2016年2月3日例会報告
【出席報告】

SAA 荒木 由光

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・大畑喜信会員 ・西村 清会長

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

2/3
1/20

29
28

20
21

6
7

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

68.97
75

◇奥様誕生日・大野眞里会員 ・荒木由光会員

4

89.29

◇結婚誕生日・青柳十兵衛会員 ・糸久仁一会員
・亦平 力会員

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 89.75%

◇今年もよろしくお願いいたします。
八街市市長 北村 新司様

1/20メーキャップ4名・平野会員・萬来会員・生形会員
木村会員

点

鐘

会長

西村 清

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

八街市市長

【会長挨拶】

会長 西村 清

ベトナム国歌

北村 新司様

米山奨学生（千葉大学）
グエン ティ テュイ リーンさん

先週は地球が温暖化から寒冷化になってきているとい
う、明徳学園の福中理事長のお話をご紹介しましたとこ
ろ、そのとおりに地球全体が冷え込んでまいりました。
諸説はあるにしても、田園都市八街としては、落花生の
出来をはじめとして、温暖化や寒冷化は大変気になると
ころでございます。
またロータリーについては、本日は月初めで理事会が
開催され、後ほど幹事よりご報告をさせていただきます。
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今日は皆さんと大変お親しい、そしてロータリに理
解ある名誉会員の北村市長にお越しいただきました。
先週は山本県議から県全体の動向、本日は市政全
般のお話を伺えると期待するところであります。
なお私なりに考えますと、八街の財政を立て直しな
がら、いろいろな要求に応じて希望ある街づくりを実
行することは市長一人で叶うものではなく、とくに民
間が開墾開拓を推進してきた本市の歴史から見て、
官民が強く一体とならなければ御先祖様と、若い人
たちに申しわけなく思う次第です。
2月7日（日）アパホテル＆東京ベイ幕張
榎戸駅の橋上化計画が発表され、八街バイパスも
開会点鐘09：30
大きな目途が立ったいまはこれからのことに注目す
富里クラブと合同で八街観光バス利用
べきと思います。 私は私学教育にまい進しておりま
7：50八街商工会議所集合8：00出発
すので、是非 駅や道路から教育文化への、いわば
（時間厳守）8：30ラディソンホテル経由
ハードからソフトへの転換を望みますし、そうはいって
4.その他
も私の自宅前、八街十字路を筆頭とする交差点の改
良は急務でしょう。 また駅は駅の安全性は高まるか
≪審議事項≫
もしれませんが、現在の八街駅前には長谷川前市長
1.次年度米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー
は多目的音楽ホール建設を謡われましたが、現在の
引き受け要請について
ところ目立つのは駐車場と斎場で開発が進まないの
引き受け可能で報告する カウンセラーについては
は何故か、ここも一体でやらないと市民は誇りに思う
検討する （平野会員が引き受けてくれました）
駅前を中心とする街づくりは進みません。 さらに人
口の減少は千葉、成田と成長性のある街に囲まれな
2.創立50周年実行委員会報告について
がら何と無く閉塞感がでるのは、婦人科があっても産
招待状・案内状の作成について
科のお医者様がいない現実の解決策がないのは残
招待者名簿・元会員住所確認
念です。さらに警察署に幹部交番を進展させる運動
式典の再確認
が見えにくいのは、少年犯罪や交通渋滞、あるいは
記念品について
重大犯罪が起きているのに力不足は否めないと思い
記念事業立て看板について
ます。 先週私は佐倉警察から出頭せよとの御下命
でロータリ例会を中途で行ってきましたが、これはお
3.その他
陰様で感謝状の贈呈を受けました。しかし席上、佐
倉市 酒々井町に比べて八街市のマイナスの現状を
幹事 福田 守
幹部からお伺いしガッカリするとともに、頑張るぞの気 【幹事報告】
持にもなりました。
◎米山記念奨学金終了式のご案内
本日は市長がお見えですから、私の嘆きボヤキは
日程：2016年3月12日（土）15時開会
ぐらいにして、われらが北村市長から希望ある将来と
会場：ほてい家
現状の課題を混ぜたお話を伺うことに譲りたく存じま
す。 ありがとうございました。
◎米山記念奨学生、世話クラブとカウンセラー
引き受けについてのお願い

【理事会報告】

◎2016－17年度ロータリー手帳の販売について
希望者のみ（ｸﾗﾌﾞで支払う）

幹事 福田 守

≪報告事項≫
1.会計報告
2.第5回第9分区会長幹事会報告について
1月21日（木）PM6：00～ 幹事富里クラブ
福田幹事・高橋次年度ガバナー補佐出席
今後の活動について 3月・5月の会長幹事会に
ついて

【米山奨学生、近況報告】
グエン ティ テュイ リーンさん
皆さん、こんにちは。大変寒くなってきましたが、皆様
元気にお過ごしでしょうか。
卒業論文でバタバタしている私は、先月の24日をも
ちまして、日本の年齢の数え方は、26歳で、ベトナム
では27歳をお迎えることができました。とても悲しいで
すが、最近、同級生の友達にアラサーと言われ始めま
した。

3.2015～16年度地区大会の出席について
2月6日（土）アパホテル＆東京ベイ幕張
開会点鐘13：00 会長幹事出席
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そして、私の卒業論文の進行についてですが、今週
の金曜日に論文の提出の締め切りであり、2月12日に
最終発表をする予定です。そして、本日皆様に私の
大事なご報告をさせていただきます。今月、2月に結
婚することになりました。そのため2月15日から3月2日
まで帰国する予定です。お相手は、以前ベトナムの旅
にご参加くださったロータリーアンの皆様がお目にか
かった人で、父と長年付き合っている友達の息子です。
彼は、私より7歳年上で、私が大学を卒業するまで2年
間も待っていただいた人です。
結婚式は2月の予定なのですが、私の方がちょうど
今一番忙しい時期なので、結婚式は身内のみで簡単
に済ませるつもりです。本当に、時間が余裕だったら
皆様に早くご報告して、結婚式に参加していただけた
ら幸いですが、皆様をお呼びできなくてとても残念で
す。
また、3月には、大学の卒業式やロータリーの終了式
等の様々な行事があるため、日本にすぐ戻らなければ
なりません。とても残念ですが、新婚旅行もどこへも行
けません。
そして、結婚式のため、私の3月の最終例会を9日に
変更をさせていただきたいのですが、ご承認いただけ
ましたら幸いです。
突然のことで大変失礼いたしますが、この場を借りて
結婚することについて発表させていただきます。よろし
くお願い致します。

ご結婚おめでとうございます！

【ご 挨 拶】

八街市市長

北村 新司様

ロータリークラブの皆様におかれましては、日頃か
ら市行政にご協力いただきまして、まことにありがとう
ございます。特にこの度、ロータリークラブから寄贈さ
れ、けやきの森公園、中央公園に設置をした防犯カ
メラは、市内の安全・安心を守る上で大変役立つもの
であり、心から御礼申し上げる次第でございます。
さて、先日、古武術の一つである立身流の演武を
拝見する機会がございました。この立身流は、慶應
義塾大学の創始者である福沢諭吉も、立身流の居
合を好み生涯修行していたことで知られております。
武道は、技だけではなく心の鍛錬に繋がるものと
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して、多くの人も武道の修行を積んでいたこと、そし
て、私も武道を通じて、日本人としての精神を高める
ことの大切さを考える機会となりました。
２月１７日から３月定例会が始まります。この中で
は、平成２８年度予算をはじめ様々な議案が上程さ
れ、市議会において審議されます。予算の成立は、
議会の議決をいただくことが前提となりますが、本市
の活性化に繋がるような施策を推進し、住みよいまち
づくりを引き続き進めてまいります。まず、プレミアム
商品券につきましては、昨年、販売をしたところ５億２
千万円分を売り上げ、市内商店街の活性化に繋がっ
たものと考えております。また、高齢世帯に所得底上
げを図るため、年金生活者等支援臨時福祉給付金
給付事業として３万円を支給してまいります。教育施
設の整備として、笹引小、川上小、八街南中の屋内
運動場非構造部材耐震改修事業を実施し、中央グ
ラウンド夜間照明施設塗装塗り替え工事につきまし
ても，６本のうち残っていた４本について実施する予
定でございます。八街市のＰＲ、産業振興として、るる
ぶを３万冊増刷いたしまして、県内のアウトレットモー
ルや、東京２３区に備え置くことにより、八街市のＰＲ
と本市の産業や特産物の落花生、里芋、人参などの
ＰＲを推進してまいります。また、八街産落花生の郵
便カタログ販売についても好評なことから、地域版か
ら全国版のカタログに掲載することにより、さらに販路
拡大を図ってまいります。市外の方に八街市の地名
を知ってもらうため、NEXCO東日本の協力をいただ
き、山田インターチェンジ先の出口用看板に、八街
市の名称を掲載していただけることとなっておりま
す。道路整備につきましては、現在進められておりま
す八街バイパスの工事が、予定通り竣工できるよう事
業を着実に進めてまいるほか、市内道路の改良、歩
道設置、排水施設整備などを実施することにより、道
路環境等の整備を進めてまいります。
なお、民間ではございますが、本市小谷流地区にリ
ゾート施設としてドギーズアイランドの整備が進めら
れており、観光資源の少ない本市にとって、将来、本
市の大きな目玉となり得る開発計画であることから、
市としても大いに期待しているところでございます。
今後も民間の力も活用しながら、市民の皆様、ロー
タリークラブの皆様方とともに、八街市のまちづくりを
進めてまいりたいと考えておりますので、一層のご協
力をお願いいたします。本日はお招きいただきまして
ありがとうございました。

地区大会
第2409回 2016年2月7日例会報告
例会

2/7
1/27

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％
27
30

15
24

12
6

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

68.97
80
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会場：アパホテル＆東京ベイ幕張ホール

86.67

移動例会：当会員15名出席
・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 89.63%

1/27メーキャップ2名・平野会員・生形会員

ちょっとふくよかになった、あべ静江さんに
みんな釘付け・・・♡

9年連続全国1位の幕張総合高校オーケストラ部のみなさん、素晴らしい演奏でした。

懇親会にて

米山奨学生の紹介

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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