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第2459回 2017年3月22日例会報告

【出席報告】

【会長挨拶】

SAA 門倉 光正

会長 鎌形 芳法

出席計
出席
修正
ＭＵ
算会員 出席 欠席
率％
出席率％
数
例会
3/ 22
31
24
7
77.42
2/ 18
29
22
7
75.86
2
82.76
会員総数 37名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 87.92%

点

鐘

ソ ン グ
お 客 様

会長

鎌形 芳法

今日は2790地区青少年奉仕委員会（インターア
クト小委員会）の森田委員長が、お見えになって
おります。5/12に千葉黎明高等学校で行われるイ
ンターアクト指導者講習会についてのお話を頂け
るとのことです。私も3/14に千葉市民会館での会
議に、木村委員長・生形幹事 次年度の笹川委員
長・とともに参加してきました。会議は千葉黎明高
等学校のインターアクト顧問の田村先生が中心と
なり勢力的に進行していたことが印象に残りました。
八街RCもスポンサークラブとして、何ができるのか
をより考えたく思います。
先週の川村美術館での移動例会に多数の参加
を頂きありがとうございました。 とても美しい庭園
でしたが桜は開花前の為、花びらを見ることはでき
ませんでした。4月1日から2日には千葉黎明高等
学校での観桜会（八街RCは実行委員会）・4月2日
明朗塾の桜花まつりと開催されます。今週末は

手に手つないで
国際ロータリー第2790地区
インターアクト委員長
森田 雅久様（松戸ＲＣ）

【ニコニコボックス】
◇ この度「第50回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会」で
鎌形会長様、木村委員長様始めとする八街
ＲＣの皆様に大変お世話になります。
心より敬意を表すとともに厚く御礼を申し
上げます。
国際ロータリー第2790地区
インターアクト委員長
森田 雅久様（松戸ＲＣ）
1

気温が下がり花冷えとなり、来週の土曜・日曜くら 【Ｒ 財 団】
いが天候にも恵まれ桜が満開になる予定と思わ
ポール・ハリス・フェロー・マルチプル
れます。ぜひ、会員皆様には来場してこの季節な
取得者の表彰
らではの『お花見』を楽しんで頂きたいと思います。
＊ 会員皆様にご報告があります。先週、八街市
より本市概要説明看板を寄贈したことに対し
ての感謝状を頂きました。改めまして、50周
年記念の実行委員の方々のおほねおりに御
礼申し上げます。

会 員 名

＊

昨日、八街市商工課よりTELがあり、台湾
から訪日している高校生受け入れの打診が
ありました。（宿泊4/27木曜日）千葉県より八
街市に依頼があり、毎年行っている。昨年
（25～6名）・今年度（37名前後）人数が多い
ため手配しきれないこともあるため、その際、
宿泊は可能かどうかの打診がありました？
（可能な方は4/10までに連絡）

【幹事報告】

取得回数

小川 嘉一会員

3回、4回

大畑 喜信会員

3回

伊藤 嘉一会員

2回

大野 眞里会員

5回

糸久 仁一会員

2回

高橋 宏一会員

7回、8回

槍木 勝典会員

2回

生形 健一会員

1回

山本 和男会員

2回、3回

木村 利晴会員

1回

幹事 生形 健一
【ご 挨 拶】 国際ロータリー第2790地区
インターアクト委員長
森田 雅久様（松戸ＲＣ）

◎春の全国交通安全運動出動式の挙行に
ついて
日時：平成29年4月6日(木）午前7時開始
場所：八街市役所 第1庁舎前
◎第5回黎明観桜会セレモニーのご案内
日時：平成29年4月1日(土）午後3時開式
式場：千葉黎明高校生徒館
◎第3回桜ウォークラリー（花桜菜まつり）の
ご案内
日時：平成29年4月2日（日）午前10時開式
会場：就職するなら明朗塾

来る５月１２日(金)、千葉県高等学校文化連盟、
国際ロータリー第2790地区共催による「第50回イン
ターアクト指導者講習会」が千葉黎明高等学校イ
ンターアクトクラブによる運営で開催されます。提
唱クラブである八街ＲＣ様には多くのご支援を賜り、
会員の皆様には多大なご負担をおかけすることと
思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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【会員卓話】

林 政男会員

出掛けております。その花見は、大変豪勢に行
われ総人員が、5000人といわれ5日間に及び、徳
川家康や伊達正宗なども随行しています。
また、1598年京都の醍醐寺で1300人の花見を
4月20日に開催しております。この花見は、ほと
んど女性で男性は、大名では前田利家くらいと
なっています。
歴史を紐解くと秀吉の側室の茶々（淀君）は、
織田信長の妹、お市の方と浅井長政の長女であ
ります。次女のお初は、京極高次の正室に、三
歴史と伝統のある八街ローターリークラブ 女お江は、二代将軍徳川秀忠に嫁し、三代将軍
に入会させていただき誠に有難うございます。 徳川家光を生んでいます。豊臣秀吉の「醍醐寺
また、本日卓話の機会を与えて頂き誠に有難 の花見」は、現代の「染井吉野」がありません
から、山桜と推測されます。この花見の為に奈
うございます。
私は、現在NPO法人八街さくらの会の理事 良や和歌山などの近在から山桜を何百本も集め
長を務めさせていただいておりますので、今 て行ったとされています。花見は、今の金額に
したら40億とも400億ともいわれています。
日は、桜にまつわるお話をさせて頂きます。
さて、話が飛びますが、１６１５年徳川家康
NPO法人八街さくらの会の前身は、八街商
工会議所に事務局を置いております八街工業 が、「鷹狩り」に来ております。佐倉城主土井
会のなかの『さくらの会同好会』であります。 利勝に命じて「御成街道」船橋から東金までの
工業会の中で何か八街に名所を造ろうという 約４０㎞の道を完成させました（１６１４）。
ことになり話し合った結果、桜の名所が良い 桜つながりと言えば、八鶴湖の桜がありますの
のではないかとなりました。そこでその手始 で少し「御成街道」と「鷹狩り」の話をさせて
めとして千葉黎明高校に染井吉野、河津桜を 頂きます。
なぜ徳川家康は、１６１５年に１月に東金を
寄贈させて頂きました。そのことが縁で千葉
黎明高校で「観桜会」を開催する運びとなり 訪れたのでしょうか。１６１５年と言えば、こ
ました。今年は、第5回の『黎明観桜会』を の年「大坂夏の陣」があります。そんな豊臣家
開催し市民の皆様に喜んでいただこうと思っ との決戦を前にして「鷹狩り」に来ました。諸
説ありますが、一番有力な説が、東金に高名な
ております。
八街ローターリークラブ、千葉黎明高校、 高僧が居り、その教えを乞いに来たということ
NPO法人八街さくらの会の三者により開催さ であります。
話が変わりまして皆様ご存じの「染井吉野」
れております。『黎明観桜会』開催には、八
街ローターリークラブの皆さんに多大のお世 は、江戸時代、今の豊島区にあった「染井村」
話になっております。今年は、セレモニーに の植木屋が、売り出した「吉野桜」が起源とさ
加えてイベントを開催します。高校生の軽音 れ大島桜と江戸彼岸桜の交雑種と言われており
楽、北海道から大太鼓演奏者の世古知己氏の ます。奈良の吉野桜と区別するために「染井吉
演奏、可愛い子供たちのヒップホップダンス 野」となった説が、通説であります。現代では、
をご覧ください。そして「就職するなら明朗 「染井吉野」ほかに「河津桜」や「陽光桜」あ
塾」と連携して「桜ウオークラリー」のスタ り「匂い桜」もあります。「匂い桜」は、ろう
ート地点となっています。是非お越し下さい。 あ者の方々に匂いで桜の花を感じてもらおうと
さて、桜の花にまつわる話ですが、「願わ 開発されました。今年の開花予想ですが、東京
くば花の下で春死なん如月の望月の頃」は、 で３月２１日開花宣言が、出されました。八街
西行法師が、1175年までに完成した句と言わ は、東京と比べると寒いので４月８，九日ごろ
が見頃かと思います。私は、市役所の前にある
れております。
1192年に鎌倉幕府が誕生したのでその前に 「陽光桜」を気にしています。「染井吉野」に
この句が詠まれています。花の下とは桜の下 先駆けて咲きます。ですから市役所の前を通る
で、如月は、4月上旬、中旬の頃と推測され たびに見ることにしています。皆さんもご覧に
ます。このころには、ソメイヨシノがないの なってください。
取り留めのないお話させていただきました。
で山桜だと思います。
有難うございました。
1594年豊臣秀吉は、奈良の吉野の花見に
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夜間移動例会
第2459回 2017年4月5日例会報告

【出席報告】

【幹事報告】

幹事 生形 健一

出席計
出席
修正
ＭＵ
算会員 出席 欠席
率％
出席率％
例会
数
4/ 5
28
22
6
78.57
3/ 15
29
21
8
72.41
2
79.31
会員総数 37名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 87.71%

点

鐘

会長

会

場

一番いけす

ソ ン グ

我等の生業

【会長挨拶】

◎米山梅吉記念館春季例祭のご案内
日時 ： 2017年4月22日(土) 14時より
場所：米山梅吉記念館ホール
＊全国一人100円募金運動も継続中
◎台湾でのﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会のご案内
日時： 2017年6月3日(土）15：00
集合： 桃園市内のホテル住都大飯店ﾛﾋﾞｰ

鎌形 芳法

会長 鎌形 芳法

ここ数年恒例となりました黎明高校のライトアッ
プされた夜桜を鑑賞してからの夜間例会を行っ
ていましたが、本日は各々自由な時間に鑑賞し
たいとの希望があったため、直接に親睦会場に
来ていただきました。今週の土曜日頃に満開に
なるとの予報です。4/1～/2黎明高等学校の観
桜会が開催され・4/2明朗塾の花桜菜まつりが
行われました。今まさに桜・桜・桜です。外国から
この美しい『桜』に憧れ来日する人も多数いると
聞きます。今朝のニュースで各地の重要文化財
に液体のようなものをかける犯罪報道がありまし
た。とても残念なことです。 過去の遺産を守るこ
とは、現在生きている我々の使命でもあると思い
ます。この美しい桜のある日本に生まれたことに
感謝し、今宵はより親睦を深める機会になればと
思います。

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一 ・ 萬来謙一
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