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【出席報告】

【ニコニコボックス】
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93.33

86.67
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（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 84.74%
3/28メークアップ1名・門倉会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

◇本人誕生日 ・平野雅敏会員

四つのテスト

◇奥様・旦那様誕生日
・平野雅敏会員・木村利晴会員
・笹川英一会員・小久保和子会員
・藤原 光会員

ソ ン グ

萬来 謙一

◇結婚記念日 ・伊藤嘉一会員・平野雅敏会員
・原 弘行会員 ・荒木由光会員
・伊藤武雄会員・小久保和子会員
・小澤孝延会員
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【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

多分二年生のうち50人くらいだと思いますが、
歓迎の言葉を一人一人が短いフレーズで繋い
でいき一年生に語りかけていました 。 春 ・
夏・秋・冬の学校で楽しいことの話でした。
夏のプールや秋の運動会などたくさんの話を
していました。一人も言葉を間違えないし、
大きな声で一生懸命一年生に話しかけていま
した。最後には二年生全員で歌を合唱して、
素晴らしいパフォーマンスでした。

みなさん、こんにちは。

私は先週の金曜日

私は、今、目の前にいる落ち着きのない一

から日曜日をはさんで、連続で三つの入学式に

年生の子供達が一年間遊んだり勉強したりし

出席しました。金曜日は八街中央中学校、土曜

て一年後には、あの二年生のように体も大き

日は千葉黎明高等学校、そして月曜日は実住小

くなり立派なるのだと思うと感激でした。先

学校の入学式でした。どの入学式も大変立派な

生方の子供達に対する教育には頭が下がる思

式で、それぞれたくさんの父兄も参列されてい

いがしました。卒業 式が終わ って控え 室 に

て、子供達の晴れ姿を写真やビデオに収めてい

戻ったところで校長先生が、あの二年生のパ

る父兄もたくさんいました。

フォーマンスの時、新入生が一番集中してい

小、中、高の新入生それぞれの体の大きさの

ましたと話されました。

違いに、ちょっと注目しました。小学一年生は

今回一年生を小、中、高と見ることが出来

男の子も女の子も背の高さなどはそんなに変わ

て、義務教育や高校教育の大切さを今更に感

らない。中学一年生の男子の背の高さだけ見る

じました。

と、けっこう差がありました。それでも中学３
年間でどんどん背が伸びて行くのだろうと思い

ます。高校生になるともう体格は立派な大人っ
て感じです。
やっぱり小学一年生が一番可愛かったです。
親睦家族会行程表（5月13日 横浜方面） 日帰り

じっと座っている子もいれば、後ろを振り

返ったり、隣の子にチョッカイを出したり、ア

八街観光バス車庫 ＝＝山田IC＝＝海ほたるPA＝＝
8：00
9：20～9：50

クビしたりで見ているだけでたいへん楽しかっ

ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ(安藤百福発明記念館＝＝＝＝

たです。そんな一年生がある時だけは全員が集

10：30～12：00（ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ製作体験）

中して前をしっかり見ていた時がありました。

聘珍楼本店（例会昼食）＝＝＝神奈川県立博物館＝

それは二年生による一年生を歓迎するところで

12：15～14：15

した。二年生が体育館に入場して全員が舞台下

14：30～16：00

＝＝横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫＝＝幕張PA＝＝八街観光車庫
16：10～17：00
19；00

のひな壇に4列くらいで横いっぱいに並んで、
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【理事会報告】

【幹事報告】

幹事 平野 雅敏

幹事 平野 雅敏

◎ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会のご案内
日時：2018年5月11日(金)9時55分開会式
会場：文理開成高等学校（鴨川市）
◎ふくしチャリティーボウリングのご案内
日時：2018年6月23日(土)午前9時45分から
会場：八街ヤングボウル
◎例会変更のお知らせ≪成田RC≫
5月4日(金)→休会
5月25日(金）→新入会員歓迎例会
成田Uｼﾃｨｰﾎﾃﾙ18時点鐘

《報告事項》
１.会計報告

◎受贈週報・成田RC

２.第5回会長幹事会について（白井RC）
・橋岡年度より第９分区→第10グループに
名称変更
・ガバナー補佐の位置、選出のあり方に
ついて検討していく
・（年次基金）寄付ゼロクラブ解消に
向けて協力要請あり
・2019〜20年度（諸岡年度）に向けて
地区幹事等の協力要請あり

【結婚記念日卓話】
≪伊藤 嘉一会員≫

３.第９分区親睦ゴルフについて
・３名参加
・担当クラブ（次回白井RC.次々回八街RC）
４・観桜会式典 4月1日 会長出席
・千葉黎明高等学校入学式 4月7日会長出席
５.その他

結婚記念日をお祝い頂きましてありがとうご

ざいます。私の結婚記念日は昨日でした。4月
《審議事項》
10日、現在の天皇陛下と美智子妃殿下の結婚記
１.家族会（5月13日）について
・コース、費用承認 当日会費 5000円/1人 念日と同じ日であります。結婚して以来47年に

２.会員増強について
・福田委員長から説明

なりますが、どうやら無事に過ごすことが出来

３.地区研修協議会について
・（山本会長エレクト） 手配済み

当時採卵養鶏業をしておりまして、我の家に卵

ました。私と妻の出会いは鶏が縁であります。

を買いに来られていた方が仲人であります。そ

の方は今我がクラブでのメイキャップの方が少
４.その他
2018-2019年度RI理事指名委員会指名委員 ない中で、よく見えて頂く東金クラブの並木さ
（郵便投票の件）
承認された
んのお父さんでした。たまたま器用で自分の鳥
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小屋を作っていた事から、並木さんの紹介で妻 ≪荒木 由光会員≫
の実家の鶏舎を作らせて頂いたことがきっかけ
で結婚をいたしました。お見合いに行った時、
先方の家で出されたお酒をかなり呑んでしまっ
た事を思い出されます。そんな私ですが先方の
お父さんに気に入られたようでした。
今私は幸せ者です。いまは亡きお父さんあり
がとうございました。

３７年前の４月に結婚をいたしました。

当時私は、議員をしていました関係上長くの

≪原 弘行会員≫

日程が取れない為に、新婚旅行は３泊４日で
台湾に行きました。現在と違って新幹線もな
く、台北から高雄までのバス旅行でしたが、

そのバスも日本の中古車が使用されていたの
と、道路整備も完全でない国道は砂利道で
あったので、大変疲れ不安定な旅だったと記
憶しております。

高雄から台北までの帰りは飛行機を使いま
したが、今でもアジアの国々は軍人出身者の
パイロットが多く、台湾の遠東航空も同じな
為に、機上ではゆっくり落ち着いてはいられ
ませんでした。たしか、作家の向田邦子さん
がこのコースの飛行機で墜落し亡くなられた
ニュースがあったばかりの頃だったので、無

私は昭和33年4月県の外郭団体・千葉県住宅

事に台北の松山空港に降りるまでは心配しき

協会に採用され、家内は7月に採用され、住ま

りであったことが思い出されます。その後も

いが成東でしたので、柏の先の江戸川台団地の

何度か訪問している台湾との縁から、今年の

造成、建築、ガス・水道の供給の業務に携わっ

台北芝山RCの大会に夫婦で参加する予定でお

ており、一緒に通勤しておりました。

ります。

私達が結婚式を挙げたのは昭和37年4月28日

これからも息子を含む３人で、事業にそし

千葉京成ホテルでした。そして平成24年6月23

て社会奉仕にできる限り邁進するつもりです

日八街市社会福祉協議会主催の結婚50周年記

ので、よろしくご指導くださいますようお願

念（写真）に参加いたしました。

い致します。

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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