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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

成田・東金労働基準監督署及び
千葉運輸支局の講習会の後に
【出席報告】
SAA 門倉 光正
講師として、元NHKアナウンサー
の宮田修様による｛愛社精神｝と
修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
いう内容で講演をいただきました。
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宮田修様は現在千葉県長南
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町で宮司としてご活躍なさってい
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るそうです。懇親会の席でご挨
拶した際、富里RC周年式典の
会員総数 32名
際に拝聴したことをお話しすると、会話が膨らみ、とても
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
気さくに歓談いたしました。 宮司になり「日本人の伝
通算出席率 90.42%
統的な考え方を勉強し、伝統的な日本人の働くという
10/12メークアップ1名 福田会員（補佐に同行）
考え方を学んだ。」と語っていました。八街神社に関し
点
鐘
会長 鎌形 芳法
てもよくご存じのようであり、スケジュールが合えば来訪
もOKとの事（ロータリーは予算が厳しいこともお伝え済
ソ ン グ
我らの生業
み）です。主な講演内容は40年間のアナウンサー時代
の事が中心であったように思います。アナウンサー時
お 客 様
林 政男様
川崎 堯信様
代の自分の一言が、非常に怖かったし、ある意味危険
竹村 信彦様
小久保 和子様
な仕事であったと述べていました。特に阪神淡路の震
(11月より入会のみなさま）
災の時の話は印象深く、プロとしての職業意識の高さと
管理意識に圧倒されました。（7時間連続放送・無休
憩・トイレなし）失敗できない緊張感。 さらに私が驚い
【ニコニコボックス】
た事は健康管理・容姿・髪形に至るまで・・・日常生活
◇ＮＨＫ総合１ch首都圏ネットワークで落花生放映
においても横断歩道以外は渡ったことがないとetc. ここ
(夕6:10夜8:45)
増田 繁会員
まで徹底して日々を過ごしているとは想像していません
でした。
「働く」ということは自己実現する場と考える。「働く」と
いうことは神様がやるということである。・・・神様がやりき
【会長挨拶】
会長 鎌形 芳法
れないので我々に任せてくれるという考え方であり、働
本日は11月より会員になられます4名の方々がお見え く事は日本人にとって喜びである。これもロータリーの
になっています。
奉仕の精神に通じていると思います。本日は、ありがと
皆さまご存じの方々ばかりであり今までに入会なさって うございました。
いなかったのが不思議なくらいです。後程ご紹介をさせ
ていただいた後に、簡単な自己紹介をお願いします。本
【幹事報告】
幹事 生形 健一
日は事前訪問においでくださりありがとうございます。
先週トラック協会の合同講習会がありました。「交通安
◎受贈週報 ・成田ＲＣ
全対策・労働安全対策」をテーマにしたものです。
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八街ＲＣ 11月例会スケジュール
11月 2日（水）

通常例会

11月 9日（水）

夜間移動例会（割烹やまもと）

〃

理事会（17時10分） 例会（18時）

11月16日（水）

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問（12時半～15時）

11月20日（日）

産業まつり（12時30分集合）

11月23日（水）

祭日（休会）

11月30日（水）

20日の振替休会

【委員会報告】

広報・ＩＴ委員長 樋渡 琢也

広報・ＩＴ委員会の活動内
容 の 一 つは 世間 やロ ー タ
リーへの周知活動にありま
すが,幸いな事に最近では
年代に関係なくスマホやパ
ソコンの普及でｆacebookに
代 表 さ れ る SNS が 主 体 と
なっているようです、ホーム
ページはＳＮＳとは違う情報を発信できますが多少テ
クニックとしては別のスキルが必要となります。
八街ロータリークラブのホームページは開設以来１
５年になりますが、とりあえずフェイスブックに変更して
多くの会員の方々による投稿でクラブ活動の実勢をア
ピールする方法を主にしたいと思います、またニーズ
の変化によりＨＰ再開設の折もあると思いますのでそ
の節は宜しく内容討議をお願いします。
１１月からの変更点は下記です
ホームページの閲覧不可、第２７９０地区やロータ
リーの友、国際ロータリーへのリンク参照等は不可とな
りますが八街ロータリークラブ会員の方は活動計画書
や記念誌によりクラブのアーカイブス参照は出来ます。

【新会員・挨拶】 （11月2日入会） 川崎 堯信様
初めまして。川崎堯信と申し
ます。この度は、伝統ある八街
ロータリークラブへの入会をお
認めいただきましてありがとう
ございます。私は塩古法宣寺
の住職を務めております。法
宣寺は長禄元年（1457年）に
松戸本土寺の9世日意上人に
よって創建され現在に至る日蓮宗の寺院です。所在
地は八街市根古谷。佐倉市弥富地区との市境になり
旧川上村、江戸時代は佐倉藩領に属した地域です。
昭和38年生まれ。今年で53歳。家族は母親と妻、そ
して娘二人の5人家族です。趣味は写真機。酒はほと
んど飲めません。浅学非才ではありますが、少しでも
お役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

竹村 信彦様
皆様初めま して、竹村電気工
事株式会社の竹村信彦と申し
ます。電力送電線設備の建設
と保守を社業としており、主に
県内の送電線や送電鉄塔に関
わる工事を東京電力パワーグ
リッド株式会社より請け負って
おります。
私自身について申しますと、昭和39年2月7日に愛知県
で生まれ、その後は神奈川県で育ちました。
平成18年にここ八街へ本社を移転し、現在は千葉市緑
区の土気に住んでおります。家族は妻と3人の子供、長
女は川崎市で幼稚園教諭、長男も川崎市で大学生と既
に家を離れており、高校1年の次女のみ同居しています。
今回ロータリークラブについて何も解らないまま入会さ
せていただきましたが、今後とも何卒よろしくお願い申し
上げます。

林 政男様
この度、御縁を頂きまして歴
史と伝統のある八街ロータリー
クラブに入会させていただき厚
く御礼申し上げます。
私の職業は、八街緑化産業と
言いまして緑に関するあらゆる
仕事をしております。
先 ほ ど 御 挨拶 を さ れ まし た
根古谷法宣寺 ご住職の川崎さんの創建550年の歴史
には及びませんが、八街南部を縦貫する『御成街道』は、
造営404年になります。『御成街道』は、船橋と東金を結
ぶ道路で八街が誇る歴史遺産です。
この歴史遺産の再認識を図るために『沖の祭り』を企画
致しましたので11月3日、お時間の許す方は、是非お越
し下さい。
最後に皆様にご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。

小久保 和子様
八街ロータリークラブに入会さ
せて頂きました株式会社 総和
會代表の小久保和子です。
サービス付高齢者向け住宅 リビ
ングハート居宅介護支援事業所
(ケアプラン作成)デイサービスセ
ンターを運営しております。介護
保険サービスのご利用をお考え
の際は気軽にご相談ください。
これからは先輩方に一歩でも近付けるように頑張って
いきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一
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