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会長 鎌形 芳法 ・ 会長 エレクト 萬来 謙一 ・ 副会長 山本 和男 ・ 幹事 生形 健一

第2431回 2016年8月3日例会報告
【出席報告】

SAA 伊藤 武雄

◇奥様誕生日 ・小川 嘉一会員

◇100％出席、更新しました。

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

8/ 3
7/ 20

26
26

18
22

8
4

69.23
84.62

◇100％出席、お祝

2

【会長挨拶】

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 94.31%
＊7/20メーキャップ2名・槍木会員、平野会員

鐘

鎌形 芳法会長

斉

唱

君

ソ ン グ

が

福田 守会員

92.31

会員総数 32名
（ 内名誉会員 4名

点

高橋 宏一会員

会長 鎌形 芳法

代

奉 仕の理 想
皆さま、こんにちは
今日は8月の第一例会になります。今年は梅雨明け
が平年より一週間程度遅れ、夏が暑くなるという予報も
ありますが、昨日までは天候が定まらずゲリラ雷雨もあ
り、過ごしにくい日が続いたように思います。
日曜日に行われた東京都の都知事選、大差で小池
ゆりこ氏が選出されました。自身もＴＶを見ていましたら、
何と開票率０％の時点で早くも当確と。映し出された事
務所の映像は高々と万歳を・・・喜びを表していました。
初の女性都知事になり これで現職の女性知事は北海
道（高橋はるみ氏）・山形県（吉村美栄子氏）と全国で３
人になりました。

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・高橋 宏一会員 ・伊藤 嘉一会員
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2000年に大阪府で（大田房江氏）が初の女性知事に
8.その他
就任して以来、小池氏で７人目。すでに、海外ではド
イツのメルケル首相・韓国の朴大統領・そしてイギリス
のメイ首相・台湾でも蔡英文氏が初の女性総統に就
≪審議事項≫
任しました。 アメリカではヒラリー・クリントン前国務長
1.8月10日 移動例会について ふらんす屋6：30開始
官が初の女性大統領になるかもしれません。
今すでに、女性がどんどん活躍している時代である
2.8月20日 八街市ふれあい夏まつりについて
し、さらにより多くの分野において今以上に必要とされ
ダーツ景品、落花生袋詰め 12：30集合
る場所が増えると思います。自身の仕事上においても、
本社訪問の際などは女性の上席の方及び担当者が
3.地区大会 記念ゴルフ大会の応援スタッフ
多くいます。逆に男性社員より厳しい面も多々あります。
2名要請について
女性にとって出産・育児などの諸問題も多々あります
が、それ以上に女性の力が必要とされる時代になった
4.地区大会 応援スタッフ4名要請について
と感じます。
5.その他
ロータリークラブにおいても、女性の視点・感性・意
見がより重要になるとおもわれ、これを大切にし、重く
受け止めるべきであると思います。 幸いにして、当ク
ラブにはお二人の女性会員がいらっしゃいますから、
これからもよりアドバイスを頂きながらクラブ運営に努 【幹事報告】
幹事 生形 健一
力致したいと思います。
◎会員増強・退会防止ｾﾐﾅｰのご案内
日時：2016年9月3日（土）13時30分点鐘
会場：三井ガーデンホテル千葉

【幹事報告】

幹事

生形 健一

◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスター審査会の開催
日時：2016年8月29日（月）午後1時30分
会場：市総合保健福祉センター3階学習室
◎受贈週報等 ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ ：白松の郷
◎第9分区ゴルフコンペについて
7月29日（金）大栄カントリー倶楽部にて行われ
ました。当クラブから、槍木会員と西村会員と
生形の3名で参加しました。
今回は参加人数が少なかったので次回は多数の
ご参加よろしくお願いいたします。

≪報告事項≫
1.会計報告

【委員会報告】

2.7月21日 会長・幹事会
定款クラブ細則は1年かけて変更する
出席： 会長、幹事
3.7月30日RLIリーダーセミナー

社会奉仕委員長 平野 雅敏

出席：原

4.8月3日 インターアクト年次大会
木更津総合高等学校 出席：木村
5.8月7日 クラブ合同セミナー
出席：会長、幹事、大畑、山本
6.米山セミナー

出席：原

7.8月20日 八街市ふれあい夏まつり

出席：全員

8月20日（土）のふれあい夏まつりは12時30分集合で
ダーツゲームと落花生の袋詰めを行います。
皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。
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【クラブ研修リーダー・セミナー参加報告】
クラブ研修リーダー 原 弘行

アメリカの農業と種苗業界の視察に連れて行っていただ
いた時でした。カナダのバンクーバーで1泊して時差調
整をして、アメリカ、オレゴン州のポートランドに入りました。
そこから3週間にわたるバスでのアメリカ旅行が始まりまし
７月30日（土）地区主催標記セミナーに参加（会場： た。ポートランドやセーラム周辺を見て、コロンビア川に
千葉市民会館）しました。地区役員・委員、クラブ研修 沿って内陸へ。真っ白な雪を戴いたコニーデ型の富士
リーダーおよびガバナー補佐合わせて約100名の会 山のようなMt. hoodや、コロンビア川をせき止めた巨大な
ダムを眺めながら内陸へ内陸へと進みました。アメリカへ
員が参加した。
青木ガバナーの挨拶、諸岡研修副委員長の「これ 入ってから4日目かと思いますが、オレゴン州からワシント
からのロータリーを考える」と題し基調発表の後、10 ン州に入り、R90号線を少し東に進んだところにモーゼス
名・８グループに分かれ、①「ロータリーの魅力とは」② レイクという小さな町で昼食をとることになりました。昼食
「我がクラブはかくありたい」③こうすればクラブは元気 をとった田舎のレストランの隣で、ロータリークラブの例会
になる」の３テーマを３０分、DL（デスカッション・リー が行われていることが判り、43歳ですでにロータリアンで
あった越部さんが、愛知県豊橋市から参加しているもう一
ダー）の進行でグループ・デスカッションを行った。
人のロータリアンと、メイキャップするということで「宏ちゃ
終了後、白鳥研修委員長から講評があり有意義な
ん、一緒に行こうか」と誘ってくれました。会場はうす暗く
セミナーであった。
て、あまり良い雰囲気ではなく、緊張感から今ではほとん
ど当時の事は忘れてしまいました。言葉もわからず、食事
もうまいものではなかったことは覚えています。当時私の
【お知らせ】
槍木 勝典会員
ところでは、祖父が八街ロータリークラブの会員でしたが、
私にとりましてはそれが初めてのロータリーの体験でした。
そこのモーゼスレイクに到着した時に、上空を日本航空
のDC-8型の飛行機が２機、旋回しながら飛んでいました。
尾翼に横のストライプが描いてありひし形の日の丸の旗
が描かれた飛行機です。聞きましたらモーゼスレイクは
当時日本航空のパイロットの訓練する飛行場があったの
です。当時は日本航空のパイロットは、アメリカ人が多
かったようですが、その中に混じって日本人のパイロット
が訓練をしていたようです。
本年の青木貞雄ガバナーはJALのメキシコ支店長など
を務められていたことは、経歴からわかっていましたので、
昨年秋その話を青木さんに話しましたら、「髙橋さん、よく
8月22日（月）に自宅前の蕎麦小屋で元米山奨
あんなところへ行きましたね～。日本人は当時あそこまで
学生のリーンさんと春巻きパーティーを行います。
は行きませんよ。」「モーゼスレイクの飛行場は、その後
会費はお一人、2000円です。皆さんのご参加お
生きた牛を飛行機でアメリカから日本に輸出する基地に
待ちしております。
なっていましたよ。そしてその後JAL Cargoが使用してお
り、実は私はモーゼスレイクでCargoの責任者を務めてい
たこともあった。」と言われました。私が初めてロータリー
に出会った場所が、青木ガバナーが仕事で勤めていた
【誕生月卓話】
高橋 宏一会員
ところと同じであったという偶然の一致点があることが判り
（第9分区Ｇ補佐）
ました。なおこのモーゼスレイクの飛行場では、今秋から
青木ガバナーと私のロータリーとの出会い
三菱航空機で新しく開発した中型国産旅客機MRJのテ
ストフライトが予定されています。
昨日が私の72歳の誕生日でした。八街ロータリークラブ
このアメリカ旅行は、私にとって初めての海外旅行であ
へ入会して32年目になりました。私が初めてロータリーを り、私の人生の転機にもなった旅行でした。オレゴン、ワ
経験したのは今から48年前の事です。私が大学を卒業し、 シントン、アイダホ、ネバダ、カリフォルニア、メキシコと
家業を手伝い始めて満1年ほど経った昭和44年5月の事 5000マイルに及ぶバス旅行では大きなCulture shockを
です。22年ほど前に第2790地区でガバナーを務められ 受けました。越部平八郎さんにはそういうことで色々な面
た今は亡き越部平八郎さんが、自ら手作りのコースで、 で人生の指針を与えてくれた恩人でした。
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バーベキュー移動例会

18時30分点鐘

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

第2432回 2016年8月10日例会報告

【出席報告】
修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

8/ 10
7/ 27

26
26

23
18

会員総数 32名
（ 内名誉会員 4名

3
8

88.46
69.23

3

80.77

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 90.42%

初の夏バーベキュー移動例会、多数のご参加を
いただきましてありがとうございます。時間に制限は
ありますがミニコンサート等、星空の下楽しんでいた
だけたら幸いです。
これを機会にまた楽しい例会を開催出来ればと
考えております。次回もご期待ください。

＊7/27メーキャップ3名・高橋会員、福田会員、西村会員

点

鐘

例 会 場

鎌形 芳法会長
ふらんす屋

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一
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