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2018-19年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
バリー・ラシン
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

【会長挨拶】

第2529回 2018年11月14日例会報告

会長 山本 和男

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

11/14
30
27
10/28
28
12
会員総数 32名

3
16

出席
率％
90
42.86

ＭＵ

修正
出席率％

5

60.71

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率80.55 %
10/28 メークアップ5名
・高橋会員(RI2500地区 Eクラブ)・原会員（RLI)
・萬来会員、増田会員、泉水会員（理事会）

点

鐘

会長

こんにちは。先週末よりインターアクトの国外
研修の引率で台湾に行かれていた小久保会員が
帰られております。お疲れ様でした。後程お話
を頂ければと思います。
さて今月は八街市の市長選市議選でしたが、
いずれも無投票ということになり当クラブ名誉
会員でもある北村市長も三期目の当選をされま
した。おめでとうございます。後日、卓話に来
て頂きたいと思います。
このところ新聞やテレビを見ますと国会では
外国人労働者受け入れと言うことで、審議され
ているようですが経済界の要望なのでしょうか
それとも本当に労働者の不足を国会議員が感じ
てのことなのでしょうか。現在でも留学、技能
実習生の外国人が128万人も来ているそうです。
群馬県には人口の2.7%も外国人が来ているそう
です。私の周りの農家にも住み込みで畑仕事を
している外国人が毎日見られます。又24時間稼
働している工場では夜は外国人だけで対応して

山本 和男

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様

高橋 晋様（成田RC)

【ニコニコボックス】
◇インターアクト国外研修から無事帰国！
西村 清会員
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いるという話も聞きます。今では外国からの
労働者無しでは仕事にならないのではないか
と思います。ロータリーアンの企業に於いて
もかなりの外国人労働者を頼りにしているの
ではと思われます。東京オリンピックの会場
の建設現場にも驚く程の外国からの技能実習
生と言うことで働いていると聞いてます。確
かに労働者は不足していますが、今一度考え
直してもらいたい。外国人労働者を増やす前
に日本人労働者にもっと働いて頂きお金を取
らせて上げたら良いかと思います。例えば
パートの最低賃金は毎年上げていますが103万
あるいは130万と頭打ちになったままです。こ
れを150万から200万位にしてあげればといつ
も思うのですが。また社員についても週40時
間なんて枠も見直したらもっと給料も払える
のにと思うのですがとにかく日本の労働者に
もっともっとお金を持たせる対策を考えて欲
しいものです。私のところも労働者が不足し
て困っているのですがこの先外国人の受け入
れも考えなければいけなくなるかと思います
が単純に外国人労働者に置き換えて仕事がで
きるかというと言葉の壁とか文化の違い等で
簡単にはいかないのではと思います。とにか
くロータリーで言う職業奉仕が難しい時代に
なります。皆さんはどのように思われるで
しょうか

【幹事報告】

【委員会報告】
青少年奉仕委員 小久保 和子

青少年奉仕委員の小久保です。
11月8日から11月12日の3泊4日にて国際ロータ
リー第2790地区インターアクトクラブ国外研修
(台湾)へ千葉県内の高校生17名の引率として参
加させていただきました。
日本の高校生と台湾の高校生がすぐに打ち解
けて友好を深めていく様子を見て感心致しまし
た。私自身も勉強をさせていただき大変有意義
な時間を過ごすことができました。ありがとう
ございました。

【誕生月卓話】

小川 嘉一会員

幹事 増田 繁

今日は誕生日卓話の時間をいただきましたの
で、私の今日までの人生について話を聞いてい
ただきたいと思います。
私は今年で84歳になりました。1966年八街
ロータリークラブの創立会員として、53年が過
◎地域ぐるみ福祉推進標語のポスターの
ぎました。考えてみますと、私の人生の約３分
会長賞授与と当クラブに対し感謝状の
の２をロータリー会員として過ごしてきたと
贈呈について
日時：2018年11月29日（木）9時45分式典 言っても過言ではありません。なかでも、高橋
会員には先々代から三代にわたり、お世話に
場所：八街市中央公民館 大会議室
なっております。また、平野会員、鎌形会員、
川崎会員とは親子二代のお付き合いをさせてい
◎希望の風奨学金、収支報告
ただいております。また生形会員には創立当時、
お爺さんにはチャーターメンバーの仲間として、
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大変お世話になった思い出があります。
【誕生月卓話】
泉水 宏之会員
創立当時は、28名の会員でのスタートでし
た。なかでも私は最年少の31歳でした。大先
輩の方々と、どう付き合っていけばよいか不
安でしたが、暖かい友情に恵まれ、務めるこ
とが出来ました。
1967年４月の認証状伝達式では、東京クラ
ブから松方ガバナーをはじめ、多数のロータ
リアンを迎えて盛大に行われた模様が今でも
蘇ってきます。当時は東京、沖縄、千葉が同
じ地区でした。その二年後に地区が変わり、
埼玉、千葉が同じ地区になり、分区も変わり、
先日は、皆様に誕生日を祝っていただき、
東金クラブ、横芝（現成田空港南）クラブと
誠にありがとうございました。去る10月3日で
八街クラブが同じ分区となった時期がありま
49歳になりました。
した。
近況報告として、最近嬉しかった事につい
当時袖ヶ浦カントリーで東金クラブの会員
てお話し致します。私は、30代の頃から高血
とよく顔を合わせていましたが、分区で親睦
圧に悩まされ、色々試みましたが、血圧は下
を兼ねてゴルフをやりませんか？と持ち掛け
がる事無く、年齢を重ねる毎に高くなる一方
られ、約６年間親睦ゴルフを続けて、三クラ
でした。その血圧が徐々に下がってきたんで
ブの親睦が深まった気がしました。
す。一つ目は、酢納豆です。納豆にタレは使
1973年埼玉と分れ、千葉県だけで一地区と
わず、酢を大さじ一杯加えて毎朝欠かさず食
なり、現在の2790地区となっております。そ
べるようにしました。2ヶ月ほど続けますと、
の時分区の変更があり、また９分区（第１０
上の血圧が10〜20下がってきました（上
グループ）に戻ってきました。その後、成田、 170→150台へ）。ポイントは、納豆菌は常温
印西クラブに働きかけ、分区での親睦ゴルフ
で増殖するので、冷蔵庫から出して20分ほど
会を発足させ、現在まで約４０年続いてきて
放置し、また菌は熱にも弱いということなの
おります。お陰で分区内の親睦も深まってい
で熱々のご飯にはかけないようにしています。
る気がします。当時は、第二のゴルフブーム
そして私の血圧を更に下げてくれた食材が
で、当クラブでも、多くの会員が熱を上げ、
あります。それが正に八街名物『落花生』で
クラブ内に愛好会を作り、親睦を深めた時期
す。八街に赴任してから、毎晩落花生を食す
がありました。当時のメンバーは現在２、３
ようになりました。加えて、酢ピーナッツを
名しかおりません。今、クラブ内でゴルフ愛
はじめました。薄皮付素煎りピーナッツを酢
好会を作る話があるようですが、是非クラブ
に漬けて保存しています。それを毎日20粒く
内の親睦を深めていけたらと思います。
らいずつ食べるようにしています。
当クラブも半世紀が過ぎました。クラブの
そうしたところ上の血圧が130台まで下がって
益々の活動を望んでやみません。
きました。これからも、健康の為に続けてい
終わりに、先に行われた当クラブ創立５０
きたいと思います。
周年の行事には、会員の皆様の多大なるご協
まだまだ、若輩者ですが、引き続き御指導
力により、実行委員長の大役を無事に果たす
の程よろしくお願い致します！
ことが出来ました。私のロータリアンとして
の大きな思い出になりました。会員の皆様に
御礼を申し上げます。

【誕生月卓話】

小久保 和子会員

【誕生月卓話】
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笹川 英一会員

成田コスモポリタンRC
創立25周年記念式典

第2530回 2018年11月17日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

11/17
30
20
11/ 7
31
25
会員総数 32名
（ 名誉会員 4名

10
6

出席
率％
66.67
80.65

ＭＵ

修正
出席率％

0

80.65

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率80.56 %

村島義則会長（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC）

点

鐘

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC
会長 村島 義則様

会

場

成田ビューホテル

橋岡久太郎ガバナー

講演：桜井よしこ様

小泉一成様（成田市長）
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八街市産業まつり
第2531回 2018年11月25日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

11/25
32
29
11/14
30
27
会員総数 32名

3
3

出席
率％
90.63
90

ＭＵ

修正
出席率％

1

93.33

点

鐘

場

所

【会長挨拶】

会長 山本 和男
八街中学校グランド

会長 山本 和男

本日はご苦労様です。
1時開店ですが社会奉仕委員長の指示に
従って頑張って頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率80.55 %
11/14メークアップ1名・竹村会員（理事会）

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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