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第2414回 2016年3月16日例会報告
【出席報告】
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【会長挨拶】

会長

西村 清

手に手つないで

会長 西村 清

いよいよ関東も桜の開花となりました。黎明高校での
ロータリークラブ夜間例会：観桜会も30日に予定され何
よりです。なお本校独自の観桜会はクラブのご協力も
頂いて、4月1日2日3日特に2日は国の登録文化財であ
ります生徒館で、吹奏楽部の演奏を交えた式典を行い
ますので、どうぞ夜間と昼間をお楽しみ頂きたく存じま
す。
さて先週来卒業の季節となっております。 高等学
校や中学校は既に式典を終え、これからは大学の卒業
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日程が多くなる日々となります。それは大学も入学試
験を終えて、合否判定、発表をしてから卒業式を行う
ということになるからなのです。
このなかで地元中学校の卒業式は、荘厳で躾のよ
い生徒達が次々と登壇したり、合唱をしたりで好印象
でありました。 しかしいただけない点もありました。そ
れはいかに予算不足といえ、八街市からの卒業記念
が証書を入れる筒であったり、来賓には草団子のみと
か、情けなくなる次第です。 また3年前に壊れている
体育館トイレの部品がまだ壊れたままだったりと、この
壇上で以前にも申し上げた、本市の教育への予算投
入や関心が薄いことを証明しているように思えます。
街の将来は可能性のある若者たちです。責任ある大
人達がやるべきこと、責任を果たさないと希望がなくな
ってきます。そんな中、昨日は70余りの大学短大専門
学校が黎明高校に参集し、ブースを設けて生徒たち
に学校説明を午前中行いました。そして午後は市内4
つの中学校の生徒二年生全員がそのガイダンスに参
加して、希望ある将来のステップを踏めるように、私達
は参加大学にお願いして開放していただいておりま
す。 これは予算のない八街市は大歓迎でしょうが、

知恵を絞り工夫をする事例としてご紹介いたしました。
また公立中学と私立高校の教員を一年間にわたり留
学させる計画も、今年二年目で実行されます。
ロータリーが国際間のなかで、留学生、奨学資金
の募集など熱心に行いますが、この足もとの八街市に
も目を向ける必要もありかなと考えますので、本日の
講話に取り入れた次第です。

【幹事報告】

幹事

福田 守

◎会長エレクト研修セミナー第2部「グループ別
討論会」のご案内
◎例会変更のお知らせ
＜白井ＲＣ＞
3月21日（月）通常例会 ⇒ 祝日休会
＜成田ＲＣ＞
3月25日（金）
通常例会
11：30 栗山公園集合（記念撮影）
12：30 米屋観光センター 例会
卓話：吉田副市長
4月1日（金）
２クラブ合同 花見例会
第１０回理事・役員会17：00～
米屋観光センター 点鐘18：30

八街RC ・4月例会スケジュール
4月 6日（水） 通常例会
4月13日(水）

理事会・通常例会

4月20日(水）

通常例会

4月27日(水）

通常例会

◎例会変更のお知らせ＜富里RC＞
3月22日(火）→ 休会
3月29日(火）→ 花見例会
◎受贈週報等
・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ ・黎明高等（卒業式）
・赤十字新聞

【米山カウンセラー報告】

槍木 勝典

2015学年度米山奨学生奨学金終了式・
歓送会に参加して 3月12日（土曜日）
櫻木ガバナー、増田記念奨学会理事参加のもと地
区委員により執り行われ、参加してきました。
我がクラブのリーンさんは2年連続の奨学生を終了し
ました。この2年間でロータリーをよく理解し、奉仕の心
を実践しました。前にも述べましたが昨年はベトナムに
日本語教室を二つ立ち上げ、今年は私費を投じて地元
に奨学金制度を設立し、地元高校生に奨学金を給付し
ました。忙しくて時間が無い、金が無いからできない、で
はなく、出来る事から形に表す奉仕の心、米山奨学生
の「模範生」と称えられる存在でした。3月には千葉大学
を卒業しましたが更に大学院に進む道を選び、研鑽を
深めることになりました。
先月には結婚式もすませました。その節は皆様から
過分なご祝儀を頂きました事、本人になり替わり有難く
厚く御礼を申し上げます。
30日の黎明高校観桜会、夜間例会に、本人の都合
が2転3転の後、参加することになりました。ひとまず歓
送会となります。
2月にベトナムに帰国した折に、ご両親や地元の皆
様から八街RCの会員の皆様には再度ベトナムにお出
で下さい、とのお招きが有ったそうですので、50周年行
事を済ませた後にじっくりと企画しますので、前回参加
出来なかった方にも参加されますようにご案内いたしま
す。
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【会員誕生月の卓話】

大野 眞里会員

発揮し、人類の福祉を増進するは使命を達成する所
以である。ここにこの綱領を掲げて向かうところを明ら
かにし、実践に努めて以て大道を宣揚することを期
する。

～神社、神道について～
皆さんこんにちは。今日は私の誕生月に当たり、貴
重な時間ですがお許しをいただき卓話をさせて頂きま
す。なお職業柄神社関係の事について話します。
まず私が奉仕している神社は神社神道です。他に教
派神道で例えば天理教、御岳教、金光教、黒住教な
ど13派があります。
さて神社神道のその組織は、神社本庁、神宮（伊勢
神宮）を本宗とし、日本各地の神社を包括する宗教法
人です。各都道府県に神社庁があり、その配下に各
支部、各神社となっております。
なお神社本庁に属さない単立神社もあります。因み
に靖国神社、日光東照宮、伏見稲荷大社、鎌倉宮な
ど、また近くでは隣の東金市の元源村地区内11社が
あります。神社本庁は「敬神生活の綱領」の精神の下、
次のような活動を行っています。
敬神生活の綱領ですが、神社神道には他宗教のよ
うな戒律にあたるものはありませんが、実践綱領として
は「敬神生活の綱領」があります。神道は天地悠久の
大道であって、崇高なる精神を培い、太平を開くの基
である。神慮を畏み祖訓をつぎ、いよいよ道の精華を

1.神の恵みと祖先の恩とに感謝し、明き浄き誠を以て
祭祀にいそしむこと。
1.世のため人のために奉仕し、神のみこともちとして
世をつくり固めなすこと。
1.大御心をいただきてむつび“和らぎ”国の隆昌と世
界の共存共栄を祈ること。
①神社神道の宣布 ②祭祀の執行 ③氏子崇敬者
の教化育成 ④神宮の奉賛と神宮大麻の頒布 ⑤神
職の養成 ⑥図書の発行頒布 ⑦その他神社の興
隆を図る ために必要な活動
以上のような活動を行っております。
次に全国の神社本庁包括下の神社数は78,955社
千葉県内（11支部）は3,134社、当印旛支部は349社
その内訳は成田市87社、佐倉市76社、四街道市17
社、印西市64社、酒々井町21社、富里市18社、白井
市20社、栄町29社、八街市17社となっております。因
みに神社数の多い県のベスト５は、新潟県4,933社、
愛知県3,885社、福岡県3,800社、岐阜県3,440社、
千葉県3,134社です。
また神職数ですが、全国で約21,500名、内宮司が
約11,000名、女子神職も約1割ほどおられるそうです。
千葉県内の神職は398名、内宮司194名、権宮司、
禰宜90名、権禰宜114名。印旛支部内神職数は33名、
内宮司20名、女子神職8名。
最後に神職の資格を取得するには、國學院大學、
皇學館大學ほか神社本庁指定の全国６ヶ所の神職
養成所になりますが、養成所は本庁の推薦が必要で
す。
以上で話を終わりますがご清聴ありがとうございまし
た。

夜間お花見例会
第2415回 2016年3月30日例会報告
【出席報告】
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例 会 場

黎明高等学校
（パストラルホール）
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西村 清

我等の生業
グエンティテュイリーンさん
（元米山記念奨学生）

【会長挨拶】

会長

西村 清

本日はようこそ、黎明高校にお越しいただきありが ご報告申し上げます。さて最後になりますが、現在大阪
とうございます。すこし肌寒かもしれませんが、桜本 では選抜高校野球準決勝が終わり、明日は奈良の智
番直前となりました。156本の桜はお手元のチラシに 辯学園と高松商業の決勝となりました。代表高の中には
ありますように、ソメイヨシノ、山桜、カワズザクラなど ご当地選手が一人もいないチームが複数ございます。
数種類となっております。是非4月の2日3日の観桜 これは少子化の時代とはいいきれぬことであり、一億総
会には、さらに花がつくと予想いたしますので、ご来 活性化と申しますが、夏の大会に比べ代表校が17校も
校お待ちいたします。 またこの観桜会は八街ロータ 少ないので、ぜひ代表高校を増やしていただけると、千
リークラブ後援となっております。さて先週今週と50 葉県では連続ベスト4に輝く黎明高校にも新たなるチャ
周年の広報活動として近隣クラブを小川委員長と共 ンスも生まれるかと存じます。千葉代表の木更津総合高
に訪問しております。印西ではお蕎麦屋さんにて暖 校は甲子園ベスト8に進出しました。黎明高校野球部は
かい美味な天ぷら蕎麦を12時半前には頂き、白井で 現在一軍？が愛知三重静岡に遠征しております。今グラ
は名門船橋カントリークラブのクラブハウス食堂特製 ンドにおりますのは残留組と新一年生30名が練習に汗
日替わりランチを、これも12時半前に頂戴いたしまし を流しております。夏に向けてのご支援、ご声援を是非
た。どちらのクラブも食事を大切にしていることと、会 共よろしくお願い申し上げます。
員相互対話の時間も大切にしていると感じた次第で
す。参加人数は八街クラブよりは少ないし、海外との
関係や、インターアクトもないのですから、本クラブが 【幹事報告】
幹事
福田 守
中堅の伝統ある立場として、敬意を頂いていることが
◎黎明高等学校入学式のご案内
ヒシヒシとわかるようになりました。両クラブとも50周年
日時：平成28年4月7日（木）9時25分開式
の案内は前もってわかっていましたが、クラブのこと
◎黎明観桜会のご案内
や式典以外の記念事業にもたくさん触れて関心を呼
日時平成28年4月1日～3日 時間10時～18時半
びました。 また記念式典講演の青島先生のプロ
セレモニー：4月2日(土）15時～吹奏楽部記念講演
フィールや観桜会のチラシ、八街市発行の「るるぶ」
◎米山梅吉記念館
春季例祭のご案内
など配布して、当日のご参加を強くお願いしたところ、
日時：平成28年4月23日(土）14時開会
すでに白井は12名のご参加表明があり、ここぞと本
場所：米山梅吉記念館ホール
校から持っていった生花を会長幹事事務局にお渡し
＊賛助会員募集と100円募金運動のお願い
して、営業効果を高めてまいりましたことを皆さんに
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広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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