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East Nassau RC（バハマ）

会長 山本 和男 ・ 会長エレクト 増田 繁 ・ 副会長 木村 利晴 ・ 幹事 増田 繁

【ニコニコボックス】

第2528回 2018年11月7日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

11/ 7
31
25
10/24
29
22
会員総数 32名
（ 名誉会員 4名

6
7

出席
率％
80.65
75.86

ＭＵ

修正
出席率％

0

75.86

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率82.08 %

◇本人誕生日・萬来 謙一会長 ・小澤 孝延会員
◇奥様誕生日・大畑 喜信会員 ・高橋 宏一会員
・増田 繁会員 ・鎌形 芳法会員
（10月）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

山本 和男

◇結婚記念日・高橋 宏一会員 ・鎌形 芳法会員
・幸 克己会員 ・生形 健一会員
（10月）

四つのテスト

◇地区大会、お疲れ様でした。 山本 和男会長
◇八街神社例祭、無事終了。
ありがとうございました。

大野 眞里会員

◇祭礼大年番で皆さんにお世話になりました。
高橋 宏一会員
◇祭礼が無事終了しました。
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【会長挨拶】

会長 山本 和男

大変上手な口調で皆さん興味深く聞いておられ
ました。その後「菊の井」のオーナーで村田吉
弘氏の「世界遺産和食美学」と言うテーマで講
演を頂きましたが、この方の講演も皆さんの気

をひく話で大変良かったなと思いました。いつ
もなら寝てしまっている人がいるのに、今年の
講演は皆さん真剣に聞きいってました。しかし
お昼を食べた後はひどいもので半分以上の方が
こんにちは。今日は暦の上では立冬ですが、 帰ってしまう始末。懇親会迄残られる方は年々
大変暖かい日が続いてます。昔は八街の祭は

減っているように思えます。また来年も是非参

霜が降ったものですが地球の温暖化がこれだ

加してみたいなと思わせるような地区大会の企

け進んでしまっているのですね。

画が欲しいものだなと私は感じました。

今月より入会されます会嶋誠治さんがお見
えになっております。ようこそ八街ロータ
リークラブへ。会嶋さんは八街市の各種団体

【理事会報告】

幹事 増田 繁

に於いて活躍されていると聞いております。
ロータリークラブに於いての活躍も期待して
おります。又ロータリーを楽しんで頂ければ
と思います。後程ご挨拶をお願い致します。
さて、先だっては地区大会お疲れ様でした。
当クラブからは祭の前でもあり参加できる方
が少なかったので地区大会での話をしたいと
思います。本年度の大会にもたくさんのロー
タリーアンが集まりました。国際ロータリー

≪報告事項≫
1.会計報告

会長代理の櫻井権司氏を迎え､地区内外からの 2.第3回会長幹事会11/29（木）18時より
富里RC担当 ラディソンホテルで開催
来賓のもと､橋岡ガバナーの挨拶から始まりま
したが､ガバナーがインスピレーションをお持 3. 成田コスモポリタンRC 25周年記念式典
11/17（土） 成田ビューホテル
ちの方は手を挙げて下さいと二度も言いまし
・15時開式 19時より祝賀会
・一人10,000円会費（個人負担5,000円）
たが､手を挙げる方はいませんでした。やはり
・ホテルのバス使用（13時50分会議所集合）
今年のｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝと言うテーマは日本には馴
染めないのかなと改めて思いました。
講演には阿部志郎氏の「はんぶんこ」という
話で始まり米山梅吉について語られました。

4.今月より新会員の会嶋誠治さん入会
・紹介者（伊藤嘉一会員）
5.その他
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≪審議事項≫
【新会員ご挨拶】
1.産業まつり11/25（日）について詳細
・集合時間12時30分（八街中学校グランド）
13時販売開始
・社会奉仕委員会でバザー品搬入、準備等
・看板は荒木会員が作成

会嶋 誠治会員

2.クリスマス例会12/19（水）
・有野実苑（山武） 18時点鐘
現地集合。乗り合わせ希望の方は親睦まで
・個人負担 5,000円
・ゲーム商品の協賛品のお願い
この度山本和男会長 伊藤嘉一、大野眞里増
（会長、幹事10,000円ずつ寄付）
強委員様3名のご推薦をいただき、八街ロータ
・フラメンコの出演料
リークラブに入会させていただくことになりま
（会長と林会員で寄付）
した、会嶋企画㈱の会嶋誠治でございます。
ロータリークラブの奉仕の理念、目的等の知識
3.年次総会開催予告12/5（水）
のない私ですが、皆様のご指導をいただき学び
・役員理事候補・指名委員会について
ながら努めさせていただきたいと思います。宜
・12/12（水）年次総会開催
しくお願い申し上げます。
（門倉幹事退会により、年次総会が
12/5から12/12に変更）
【御
礼】
林 政男会員
・11/14（水）例会終了後、指名委員会開催
4.その他
・1月夜間新年例会の予定
・八街神社での例会検討中

【幹事報告】

幹事 増田 繁

◎地域ぐるみ福祉推進標語のポスターと
絆創膏の配布。

貴重なお時間を頂戴して御礼を申し上げます。
11月3日に開催致しました第6回八街沖のまつり
に際しては、山本会長を始めとする八街ロータ
リークラブの皆様のおかげで無事終了致しまし
た。ありがとうございました。

◎千葉黎明高校95周年記念誌発行のご挨拶
◎受贈週報等
・成田RC・富里RC・千葉黎明高校

八街RC 11月12月 例会スケジュール

～お知らせ～
11月17日（土）
成田コスモポリタンRC25周年記念式典
時間変更になりました
商工会議所 13時50分 集合
お間違いのないようお願いします
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11月17日（土）

成田コスモP25周年
13時50分商工会議所集合

11月21日（水）

振替休会

11月25日（日）

産業まつり12時30分集合

11月29日（水）

振替休会

12月 5日（水）

理事会・通常例会

12月12日（水）

通常例会

12月19日（水）

クリスマス例会（有野実苑）

12月26日（水）

休

会

【誕生月卓話】

萬来 謙一会員

見ていると続けなければならないと感じています。
今年の祭礼が終わったばかりなので、五区のお祭り
のお話をしました。

【誕生月卓話】

小澤 孝延会員

誕生日卓話ということで、少しお話をしたいと思
います。
今年度区長として平成最後の祭礼を無事終了
することができました。五区のお囃子と山車につ
本日は、皆様に誕生日を祝っていただき、誠にあ

いて話してみたいと思います。
五区のお囃子は一度途切れていましたが、昭

りがとうございます。去る11月2日で46歳となりました。

和54年に大太鼓などを揃えて再開することになり

子どもの頃の誕生日の思い出についてお話します。

ました。昔の五区のお囃子がわかる先輩方がおり

小学校の頃、同級生の誕生日会に呼ばれ、同級

ませんでした。役員の中でお祖父さんから昔のこ

生の自宅でケーキや美味しい料理を食べ、誕生日

とを聞いていた先輩がいまして、野栄町から「泊ま

プレゼントを渡していた記憶が残っています。私も

り込みでお囃子を教えに来ていた」という話で役

子ども心に、誕生日会を開催したいなぁと考えてい

員が訪ねていったところ、今は途絶えていて教え

ました。当時、11月2日・3日は八街神社の祭礼であ

られる人はいないとのこと、そこで八日市場の砂

り、必ず私の誕生日は「お祭り」駅前の出店などで、

原地区を紹介され、五区は砂原のお囃子を習うこ

友人に出会うと誕生日プレゼントとして、あんず飴な

とになりました。夕方に集合して車５台くらいに道

どをおごって貰いました。さらに、翌日の3日が母、

具を積んで砂原に通いました。一晩で２曲から３

翌々日の4日が弟の誕生日でもあり、祭りが終わっ

曲覚えたこともありました。とにかく皆一生懸命で

て一段落してから、３人まとめての誕生祝で食事に

した。それから３９年になります。また五区の山車

行ったりはありましたが、夢に描いていた同級生を

は昭和５５年に当時消防団員を中心に、すべて手

自宅に招いての誕生日会は夢に終わりました。今は、

作りです。団員の中に２名の大工さんがいました

11月最初の土日に開催されるようになった、八街神

ので、大工さんを中心に作りました。

社祭礼の初日の夜は仲間内での花流しの席で毎年、

お囃子も３９年経って当時の先輩の何人かは
引退したりして、今は次の世代、そのまた次の世

誕生日を祝って貰っています。とても有難く、感謝し
ています。
まだまだ、若輩者でありますが、引続いてのご指導

代が頑張っています。伝統芸能を継承する難しさ
はありますが、祭りで踊っている小さい子供たちを

よろしくお願いいたします。

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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