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【会長挨拶】

四つのテスト

会長 山本 和男

皆さまこんにちは
先週末には台風12号が東から西へ向かって逆走
する、珍しい台風がやってきました。この地域では
恵みの雨で、当地名産の落花生にも何とか実が入
るのに間に合ったのではないかと思います。又人
参の種蒔き時期でもあるし、大変良いお湿りではな
かったでしょうか。しかし一部地域では高波や大風
で被害が出た所もありました。あらためて自然のな
かで生きるという厳しさを感じさせられます。

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・伊藤嘉一会員・高橋宏一会員
・荒木由光会員
◇奥様誕生日・小川嘉一会員・竹村信彦会員
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【理事会報告】

さて本年度ガバナーが能楽師ということで
能について調べてみました。能に携わってい
る方は4000人位いるそうですが、橋岡久太郎
氏は能楽師シテ方観世流9世ということです。
シテ方とは主役ということで、他にワキ方(脇
役)、狂言方、囃子方、とあり三役と呼ばれて
いて、各方はそれぞれ流儀があるそうです。
京葉銀行の幸会員は先祖が能の鼓を打って
おられていたそうですが囃子方だったのです
ね。それで珍しい姓なんですかね。今度時間
のある時にご先祖様のお話など伺えたらと思
います。橋岡ガバナーは初舞台は3才の時か
らだそうです。今では世界各国で能を舞われ
日本の伝統芸能を発信されているそうです。
歌舞伎は皆様ご存知かと思いますが、能は見
る機会はほとんど無いのではないかと思いま
すが、能というのは舞台装置や配役など極限
迄省けるものを省いた芸能であり、他のお芝
居などでは大道具や小道具を使ってシーンを
表現する所を、能は老松を描いたのみの舞台
で舞われるとのことです。とにかく見る人が想
像力を膨らませ、鑑賞する芸能だそうです。今
年度地区大会が10月27-28日に予定されてい
ますが、アトラクションに橋岡ガバナーには能
を舞って皆さんにご披露頂きたいものです。
日本の伝統と未来を発信できるのではと思い
ます。ガバナー訪問時に皆さんでお願いした
ら実現できるかもしれないですね。
最後に今月は「ふれあい夏まつり」が8月18
日に予定されています。社会奉仕委員会が準
備を進めております。ご協力の程宜しくお願い
いたします。尚今月は会員増強推進月間であ
ります。3人の新会員を目標としています。どう
か近くにおられましたらご紹介ください。

幹事 門倉 光正

≪報告事項≫
1.会計報告
2.第1回会長幹事会について
＊ガバナー公式訪問プログラム等
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRCの連絡待ち
3. 8月8日（水）夜間例会について（第2518回例会）
18：00より 割烹やまもと 会費5,000円
＊台風の為、中止となりました。8/24に延期
4.各セミナー参加者
＊8/25 会員増強・維持セミナー
（伊藤嘉一委員長、山本会長、門倉幹事）
＊8/25 米山委員長セミナー (生形委員長)
＊8/25 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会(笹川委員長、小久保委員)
＊9/ 1 ﾛｰﾀﾘｰ財団 (萬来委員長)
5.その他

≪審議事項≫
1.八街ふれあい夏まつりについて（内容・方法）
＊本年もダーツを行う。
景品予算40,000円（ザルより＋30,000円可能）
ポリオの募金箱の設置。会員からの拠出品の販売
2.産業まつり出店について
今年度より出店者の名簿と身分証明書の提出が
義務付けられました。免許証かパスポートのコピー
（社会奉仕委員4名と会長幹事に提出依頼）
＊6名のコピーを提出しました。

3.ガバナー公式訪問について
・準備 ・交通手段 ・経費（懇親会費、会場費）
＊9月の理事会で決定
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4.インターアクト年次大会について
【誕生月卓話】
日時：2018年8月25日（土） 11:00～15:30
会場：千葉県南総文化ホール小ホール
（ＪＲ館山駅徒歩15分 高速バス千葉県南総文化
ホール前徒歩3分）
＊笹川委員長、小久保委員参加

伊藤 嘉一会員

5. 米山記念奨学委員長セミナーについて
日時：２０１８年８月２５日(土曜日) １３：３０ 点鐘
会場：千葉商工会議所大ホール 14階
＊生形委員長参加
6.地区会員増強・維持拡大セミナーについて
日時:2018年8月25日(土) 点鐘14:00
会場：ＴＫＰガーデンシティ千葉 ４Ｆ
＊会長、幹事、伊藤嘉一委員長参加

～誕生月を迎えて～
先程は私達の誕生をお祝いしていただきまし
て誠に有難うございました。私は昭和14年8月
21日卯年の生まれです。誕生日にはあと20日ほ
どありますが、萬79歳を無事に迎えようとして
おります。数え年80歳になりますので「傘寿」
と言うおめでたい年齢に無事到達できそうであ
ります。
以前は例会のなかで、8月の月に先輩の方々
より終戦記念日に因んで卓話を頂いていたこと
を思い出します。私も当時は現在の市役所の所
に住んでいましたので、アメリカ兵が九十九里
に上陸するという事で、大人達が竹やり訓練や
防火訓練を目で見ておりました。
私は昭和14年の生まれですので、戦後初めて
の小学生であります。物資がまだ不足をしてい
た時代であります。上野で罹災した児童が東京
都八街学園に沢山来られ、都会での生活で大人
びた子ども達と一緒に勉学をした記憶がよみが
えります。
話は変わりますが、本日は｛縁｝という事に
ついてお話をしたいと思います。
私の誕生日は8月21日であります。娘の誕生日
は8月22日です。妻の誕生日は11月4日でありま
す。次男の誕生日は11月3日であります。この
ように親子の誕生日が偶然にも365分のⅠの確
率で奇跡的につながるという事です。摩訶不思
議な現象と言えるかと思います。
それだけでなく、私の母の亡くなった次の日
に義理の妹が96歳で亡くなりました。私の父の
命日と妻のお父さんの命日が一緒であるとか、
不可思議なことが沢山起きています。私は生来
迷信は信じない方ですが、あまりにも一致する
ことが多いのにびっくりします。
もちろん後から押しつけた結果ではあります
が、因縁を感じざるを得ません。

7.ロータリー財団セミナーについて
日時:2018年9月1日(土）
会場:TKPガーデンシティ千葉
＊萬来委員長参加

8.その他

【幹事報告】

幹事 門倉 光正

◎地区大会のご案内
日時：平成30年10月27日（土）13時点鐘
会場：ホテル・ザ・マンハッタン
（2日目）
日時：平成30年10月28日（日）9時30分点鐘
会場：ホテルニューオータニ幕張
◎奉仕プロジェクト推進セミナー開催のご案内
日時：平成30年9月16日（日）13時点鐘
会場：TKPガーデンシティ千葉

八街RC 9月 例会スケジュール
9月 5日（水）

理事会・通常例会

9月12日（水）

クラブ協議会（石川G補佐）

9月19日（水）

通常例会（コスモP3名来訪）

9月26日（水）

ガバナー公式訪問（H日航）
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【誕生月卓話】
高橋 宏一会員
縁には原因があるという事でしょうがそこ
のところはわかりません。皆さんの中でも自
分の好きな数字や色彩を持っているという方
は多くいると思います、特定の数字に拘った
りすることはよくあることです。
人は「コジツケ」で安心を得る動物なのか
もしれません。勝負事には多い「ゲン」をか
ついで何かにこだわったりもその一つでしょ
うか。何事も良い方は取り入れて、悪い事は
忘れたり考えない方が人生楽しく生きられる
と思います。楽天家と言いますか、あまりよ
い意味で使用されない場合もありますが、こ
れも元気で長生きをする秘訣だと思います。
本日は誕生日のお祝いをいただきありがとうござ
80歳になろうとしている昨今良い方の「楽
いました。
天」に磨きをかけて他人になるべく迷惑をか
八街周辺(八街、富里、山武、芝山、香取地区を
けないように、少なくとも気がついた範囲で
含む北総台地)では今日8月1日から8月10日まで
の思いやり、気遣いには注意して、人にあま
がニンジンの種まきの期間です。この間にここ北総
り嫌われないように、お邪魔虫にならないよ
台地では一斉にニンジンが蒔かれます。先週の7
うに、健康寿命を謳歌したいと思います。思
月28日の台風12号による雨は、落花生や里芋に
い出しました元会員の故人今井秀雄さんの号
とっては恵みの雨だったのですが、ニンジンには
（芸名）は民謡では「今井秋月」、詩吟では
ちょっと早すぎました。冬ニンジン(11月〜3月) は
「今井秀鵬」、「川柳」の号は「今井楽天」
北総台地に2500ha以上あると言われております。
でした。川柳の「楽天」は中国中唐の有名な
冬ニンジンの産地としては日本一の栽培面積を
三大詩人であります、白楽天「白居易」から
誇っています。春ニンジン(4月〜7月)は千葉県全
の引用だと思います。お酒も上手に呑んで、
体で800haあります。合計3300ha以上のニンジン
これからこのよう人生を生かさせて頂ければ
が千葉県で栽培されております。ちなみに北海道
最高の幸せと思います。
の夏秋ニンジン（7月〜10月）の面積は4600haあり、
毎会例会のロータリーソングは大きな声で
年間を通してみると北海道がダントツ1位です。
カラオケのつもりで歌っております。
ニンジンは作物の中で一番機械化が進んでいる
今好きな歌は25年前ヒットした中島みゆきさ
作物です。今では播種機で等間隔に（株間6セン
んの「糸」、加山雄三さん「君といつまで
チくらい）均一に蒔くことが出来ます。手押しの1条
も」、谷村新司さんの「昴」、新井満の「こ
蒔きの機械から今ではトラクターで8条蒔きが一度
の街で」です。詩吟も大好きです。詩吟は漢
にできるようになりました。ここ北総台地では、ちょう
詩を吟ずる事ですが、伝統文化の継承に寄与
ど夏の高温期で雨の少ない時期に蒔かれるので、
しております。
必ず灌水が必要になり、農家にとっては大変な作
詩吟は現在原会員、木村会員も一緒に勉強
業となります。ニンジンの種子の形状は、元々2ミリ
しています。古く言えば高橋さんのお母さん、
程度のややとがった楕円形で、周りにたくさんの毛
生形さんのお母さん、西村さんのお母さんも
が付いています。そして息を吹きかければ飛んで
一緒に楽しんだ仲間です。小川さんの奥さ ん
しまうほどの軽い種です。そのままでは機械で蒔く
も一緒でした。皆さんもぜひ詩吟を楽しみま
ことは不可能です。そこで30年くらい前から何とか
せんか。
機械蒔きできるようにと研究が進み、まず毛を取り
除き、同時にタネの周りのギザギザをなくし、タネを
特殊な物質でコート（包む）して、タネの形状を球
形に加工し、重量を持たせることによって機械蒔き
が可能になりました 。蒔かれた種は畑の水分で
コートが破れます。農機具メーカーもそれに合わせ
て色々な播種機の開発を進めました。現在は経済
栽培されているニンジンは100％コート種子（ペ
レット種子ともいう）になっております。またその結
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果1粒蒔きが可能となりました。また同時にタネの
精度の向上が求められるようになりました。今では
間引き作業はほとんど行いません。種の精選、品
質向上は絶対条件です。昔はニンジンの種子の発
芽率は60％程度と言われておりました。どうしても
取り除けない不稔の種子、折れた花梗の部分、ゴ
ミ、土塊等が混ざっており、軽いのでそれらは除去
できませんでした。それを精選機械の進歩で除去
できるようになり、種子の品質向上が可能になりま
した。ニンジンは10アールあたり４〜5万粒の種子
が必要です。北総台地だけでもかなりの種子の需
要があります。
日本で経済栽培されているニンジン種子はほぼ
100％南米のチリで生産されています。チリは地中
海性気候で、雨が少なく、南半球ですので、日本と
は季節が半年ずれて、３月ごろが晩夏でタネの収
穫時期になります。それによって半年間タネの加
工期間を延ばすことが出来ます。今年蒔く種は昨
年の３月頃の採種になります。それから検定、加工、
パッケージをされて翌年の播種前に農家へ供給さ
れるようになります。日本の種子メーカーのタキイ
種苗、サカタのタネ等は採種のために現地法人を
設けて、そこから世界中にタネを販売しています。
種の世界は意外にグローバル化していることは皆
さんはほとんどご存じなかったのではないでしょう
か。
ご清聴ありがとうございました。

【誕生月卓話】

荒木 由光会員

ただ今、誕生日祝いをしていただきました荒木
でございます。私は昭和23年8月20日生まれであ
ります。前は身体を動かしたりスポーツ後の時は
ゴキゴキとかバリバリとか身体からの音が聞こえて
きましたが今年に入ってからはコキコキという音を
出す様に変わり此れはなぜなのかなぁーと考えま
すと、そうか！今年は古希を迎える歳か古来希ナ
リだなぁー自分自身でなぜか納得したわけです。
1964年にI回目のオリンピックが日本で開かれ
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ましたがそれは私が高校1年生の時でありました。
翌年にその閉会式を記念して体育の日になり休
日が制定しました。開会式の聖火台の点火ラン
ナーは坂井さんでしたが、じつは第二ランナー
は私の八街中の先輩にあたる落合さんが選ばれ
ていたことは皆さんご存知でしたか？私の八街
中での陸上部の先輩にあたり、当時全国中学陸
上の三種競技で日本一になった方です。坂井さ
んはこの間亡くなられましたが落合先輩は埼玉
県にて元気でありまして２年後のオリンピックを楽
しみにしておることと思います。又私の高校の時
の友人で山田台近くの千葉から高校にかよって
いた通称林村長という友達がおりました。彼は趣
味は山登りで何時もだと帰ってから私に何処の
山に登ってきたと話をするのですが、この体育の
休日に限って私に谷川岳の一の倉沢に登る話を
して岩を抱きかかえたまま200メートル程落下し
市川の登山家と遭難しました。私はクラス代表で
参列しはじめての弔辞を涙を流しながらあげたこ
とがよみがえってまいります。皆さんご存知でしょ
うがマメタンを登山をしながらも読んでいた、そし
て北街道大学山岳部を目指していた林くんのこ
とがオリンピックがまもなくくる程思い出されること
があります。先日ロータリーに入会された鈴木さ
んは小中学校の同級生でありましてよく遊びに
行った際模型飛行機を飛ばしているのが中々買
えない私にとっては羨ましい限りだったでした。
名誉会員である伊藤国平商店のおじいさんは、
大正10年生まれの私の父親と同年代の酉歳の
生まれで、まもなく100歳を迎えられますが、前に
よく話しを聴くと必ずいうことは、酉歳なので朝起
きるのは早いけどコレが一番の健康の基となる話
をよく何度も何度も繰り返し聞いた思い出があり
ます。環境や食べ物も昔よりは比較することがで
きないぐらいに向上しているため長寿化しており
ますが、当ロータリークラブの会員の皆様にも健
康で長生きをされクラブ活動にボランティア奉仕
活動に励んでいただけることをお祈りして私の挨
拶といたします。有り難うございました。

八街ふれあい夏まつり inけやきの森
第2518回 2018年8月18日例会報告

【出席報告】

例会
8/ 18

山本会長
挨拶
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修正
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関委員長
挨拶

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 87.27%
7/18メーキャップ4名・槍木会員・福田会員
・笹川会員・小澤会員

長蛇の列のダーツ（１投100円）

落花生のつかみ取りと海苔の販売
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夜間移動例会
第2519回 2018年8月24日例会報告
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【出席報告】
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【幹事報告】
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奉仕の理想

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 88.89%

山本会長挨拶

幹事 門倉 光正

山本会長挨拶

◎成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC創立25周年記念ゴルフ
のご案内（第10グループ親睦ゴルフコンペ）
日時：平成30年10月10日（水）8：20集合
会場：久能カントリー倶楽部

司会・竹村親睦委員長

◎第10グループ情報研修会のご案内
日時：平成30年10月17日（水）14時点鐘
会場：ホテル日航成田
◎ロータリーデーBBQ大会のご案内
日時：平成30年9月1日（水）14時より
場所：幕張海浜公園バーベキューガーデン
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乾杯の挨拶・伊藤嘉一会員

締めの挨拶・槍木会員

～カミツキガメは悪者なのか～
６月２２日～２９日にロータリー国際大会参
加もありカナダはオンタリオ州を旅した。そこ
は一歩市内から離れ水辺に行くとカミツキガメ
が普通に生息している場所である。最近は千葉
県でも印旛沼近辺からの水路に多く生息すると
か。元々は外来種の生物だが日本へはペットと
して１９８０～９０年代に約１０万頭が輸入さ
れていたとか。日本では危険な外来種として又
在来の生物を食い荒らす百害あって一利無しの
生物として恐れられている。しかし彼の国では
食用にもなる。分布はカナダ南部、米国、南米
を中心に亜流種も含めて広く生息していて味は
定評がある様だ。千葉県では有害外来種として
駆除が大変のようだ。カミツキガメは学名を
elytra Serpetinaと呼ばれ卵の大きさはピンポン
球位だが、太陽熱で自然孵化している。現地の
人達は水辺に産卵しているカミツキガメには特
に気にしていない様子である。未だ食用として
食べる気はないが、国により常識も変わってく
るのも海外旅行の面白味である。
（写真 千葉県生物多様性センタ－）

文：樋渡 琢也会員

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・鈴木 慶夫
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