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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

第2535回 2019年1月9日例会報告

【出席報告】

例会

【ニコニコボックス】

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

1/ 9
29
22
12/12
32
27
会員総数 31名

7
5

出席
率％
75.86
84.38

ＭＵ

修正
出席率％

1

87.5

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率81.87%
12/12メークアップ1名・小澤会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

◇本人誕生日
・樋渡琢也会員・槍木勝典会員
・鎌形芳法会員・山本和男会長

山本 和男

◇奥様誕生日
・生形健一会員

四つのテスト
◇今年もよろしくお願いします。
山本 和男会長
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【会長挨拶】

会長 山本 和男

したいものです。会員増強委員と共に努力した
いと思います。会員の皆さんにも会員増強にご
協力をお願い致します。
結びに 八街クラブの益々の発展と会員の皆
さんのより良き年になることをご祈念申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。

【理事会報告】

会長 山本 和男

≪報告事項≫
１．会計報告及び年会費引き落としについて
（1月11日引き落とし）

おめでとうございます。旧年中は皆様のご
協力、お力添えを頂き、無事に大きな行事等
が終わったことに感謝御礼申し上げます。有
２．八街市成人式（1月13日）会長出席
り難うございました。今年も変わらぬご支援
を頂けますよう、宜しくお願い致します。
３．八街商工会議所賀詞交歓会 （1月11日）
さて、平成最後のお正月、皆さんはいかが
会長出席
お過ごしだったでしょうか。毎日良い天気に
恵まれ、穏やかな日が続いていますね。昨年
４．第３回会長幹事会（1月24日）
は北海道地震、西日本豪雨と大きな自然災害
印西RC担当 会長幹事出席
がありましたが、今年は何も無い穏やかな年
であって欲しいものです。 今年の干支は猪
５．子ども会書初め展表彰式（1月27日）
です。 猪突猛進と言いますがあまり良い意
会長出席
味には使われません。脇見もせずに突っぱし
ると言うことですが、政界では 問題を多く
６．原会員退会について（12月末で退会）
抱え選挙はあり、ややこしい消費税は上がり
生活用品に於いても原材料や運送費の値上が
７.その他
げりで消費者には負担がかかりそうで大変不
産業まつりの出店料について
安な年では無いかと私は思えるのですが、こ
（ボランティア団体は無料）
ればかりは 成り行きに任せるほかないです
ね。消費税は10 月から上がると言うことで
すので、その前に駆け込みで需要が伸び今年
≪審議事項≫
は何とかいい年で終わるかも知れません。物
1.次年度ガバナー公式訪問について
事あまり悲観的に考えないほうがいいですね。
＊富里RCと合同で
さて、正月の第一例会には必ず和服を着て
例会に来られていた方が今日は見えません。
2.IM2/20（水）開催 参加交通手段について
原さんです。奥さんの具合が悪く介護をしな
＊ バスに決定
ければならないと言うことで退会されること
となりました 。原さんはＲＬI に進んで参
3.その他
加して頂きクラブとしても大変助かっていま
＊親睦・プログラムの補佐として
した。又 本人もロータリーが大好きな人で、
萬来会員と鎌形会員（原会員、退会の為）
フェイスブックなども例会が 終わった日の
夕方には必ず載せたりして楽しんで居られて
＊次年度諸岡ガバナー幹事団として平野会員
いた方だけに 大変残念なことです。会員増
に要請あり（平野会員、了承）
強維持拡大は会長の責任だと言われています。
今年度２名の退会者を出してしまい、大変責
任を感じているところです。下期 6 カ月ま
だ手付かずあります。欠員の穴埋めを何とか
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【幹事報告】

【誕生月卓話】

幹事代理 萬来 謙一

~テレビの取替え時期は~

◎初詣ツーリングのご案内
日時：2019年1月20日（日）
集合場所：東金道路、野呂PA（AM9:30)

昨今話題になっている４K ８Kテレビだが12
月から本本放送が始まっている。画面は綺麗だ
し、音も迫力がある。ただ受信に多少の費用と
手間がかかる。
まずは受信を試みる為に４K ８Kに対応して
いるか説明書やカタログで調べてみよう。４K
で受信するには従来のパラボラアンテナ設備で
対応しているので４Kチューナーや多少の接続
コード類の追加でOKであるが８Kの場合は少し
面倒になる。将来的には８Kが高画質テレビ放
送の主力になるだろうが受信設備においてハー
ドルはまだ高い。それと小型テレビでは４Kで
もメリットはあまり感じない。そんな事々が理
由で８K普及はもう少し先か。
先進国といわれているアメリカ等ではテレビ
放送の画質は一般に日本より低い。ただチャン
ネル数は多いようだがこれも一般視聴者の気質
からきている物なのか。

◎第15回八街吹奏楽フェスタ後援依頼
主催者：光明会、八街市社会福祉協議会
（今年度も引受け）
八街RC・1月2月例会スケジュール
1月30日(水）

休 会

2月 6日（水）

理事会・通常例会

2月13日（水）

休 会

2月20日（水）

IM（ビューホテル）14時出発

2月27日(水）

北村市長来訪

樋渡 琢也会員

【米山功労者表彰】

【誕生月卓話】

槍木 勝典会員

～誕生祝いありがとうございました～
＊米山功労者 第6回 槍木 勝典会員
昭和12年1月5日生まれ、この正月で82歳にな
りました。80歳は遠い世界だと思っていました
がアットいう間に80歳が過ぎ去っていきました。
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昭和12年は丑年ですが子供のころ、母親に
お前は子年だと聞かされていました。実際に
生まれたのは年内だったのだと思います。当
時は数え年で年齢を言っていましたので1歳
若く、との思いで翌年の正月に届け出をした
ようです。

二輪車同好会があり知人もいますがまだ参加し
たことはありません。会長の方とは昨年伊勢神
宮まで友人たちとツーリングさせていただきま
した。
これからも機会があれば走りたいと思います。
本日はありがとうございました。

勝典の名前の由来ですが、昭和12年は支那
事変が勃発した年でしたので、次男の私を軍
人にしようという父親よりも祖父の思い入れ
があったようです。日露戦争の英雄、乃木希
典将軍の長男の勝典(かつすけ)という軍人の
名前をいただいたと聞いていました。

【誕生月卓話】

山本 和男会長

平成10年頃から中国大連に行く機会が多く
なり観光で旅順、203高地を訪れることがあ
り、日露戦争の戦場跡が残っておりました。
将軍の長男勝典（かつすけ）、次男の保典
（やすすけ）それぞれの戦死地に石碑が立っ
ており我がことのように感慨深いものを感じ
ました。
八街ロータリークラブ入会が平成13年1月
でしたので、18年経過しましたがその間ロー
タリーを楽しみながら、会員皆様から多くの
ことを学ばせて頂き人間力向上に資すること
ができた、と感謝しています。

【誕生月卓話】

誕生日が1月6日で70歳になりました。今日は
70年を振り返ってと言うことで話してみたいと
思います。20年農業に従事してその後今の仕事
を始めて31年になります。今思うと農業をやっ
ていた時のほうが長かったように思います。仕
方なくやっていたせいか重労働だったせいか今
でも忘れない生姜を一町歩作り、手で穴を巾80
㎝深さ2ｍ、長さ100ｍ余り掘りその中に収穫し
た生姜を埋けて翌年春先に掘り出し出荷するの
ですが、安くて買い止めだなんて言われ夏まで
待っても相場が出ずそのままになり一銭にもな
らなかったこと、白菜を市場迄持って行って1
把5円だったこと、まだまだ辛かったことは
いっぱいありました。時には良かった物も有り
ましたがそんなときは機械を買ってしまったり
作業場を作ってしまいお金は残らず貧乏な毎日
でした。水田も4反歩程耕作していたのですが、
耕地整理されてなく機械が使えずクワで耕し手
で田植えをして稲刈りもかんじきを履き鎌で刈
りとり、おだがけをしたものです。全く原始的
なことをやって来たものです。あの頃は周りが
皆やっていたので何とも思わずやれたんですね。
今思うと恐ろしいようなことを良くやって来た
なと思います。ですから今の仕事のほうが長い
のですがあっというまの30年だったように思え
ます。また自分で選んだ仕事だったので苦を感
じなかったのかも知れません。また社長業を早
く譲って気楽になっていたことだったかも知れ
ません。

鎌形 芳法会員

本日は会員皆様にお祝いしていただきあり
がとうございます。今日は趣味のトライク
（オートバイの一種）についてお話したいと
思います。三輪の小型特殊自動車と言うこと
で分類され大型自動二輪or普通自動車の免許
証があれば乗れます。オートバイの風を切る
爽快感を体感でき、しかもヘルメット無しで
乗れ違法ではありません。高速道路などオー
トクルーズをセットし、音楽を聴きながら無
線での会話も楽しめ走りは最高です。RCでも
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新年夜間例会

IN 割烹やまもと

第2536回 2019年1月16日例会報告

【会長挨拶】

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

1/16
31
18
12/19
32
29
会員総数 31名
（ 名誉会員 4名

点

鐘

ソ ン グ

12
3

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

0

90.63

60
90.63

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率82.28%

会長

会長 山本 和男

こんばんは。先だって13日に八街市の成人式
に行って来ました。振り袖の晴れ着の新成人が
なんともお見事、綺麗なものでした。今年の新
成人は740名だそうです。式典もおごそかに何
事もなく無事終わりました。八街市にもまだこ
れだけの若者がいることが頼もしく感じました。
さて今月は職業奉仕月間です。ロータリアン
として職業奉仕について考えていただけたらと
思います。

山本 和男

手に手つないで

【幹事報告】

幹事 増田 繁

◎富里RC創立35周年記念ゴルフ大会のご案内
日時：2019年2月26日（火）8時集合
会場：富里ゴルフ倶楽部

樋渡会員
乾杯の挨拶

小川会員
三本締め

5

2019-20 年度 RI 会長がテーマを発表 “ロータリーは世界をつなぐ ”
マーク・ダニエル・マローニー国際ロータリー会長エレクトは、よ
り力強いロータリーを築くためのビジョンを発表し、地域社会との
つながりを広げるために、革新的な会員モデルを導入していくこと
をクラブのリーダーに呼びかけました。
ジケーター・ロータリークラブ（米国アラバマ州）会員のマローニ
ー会長エレクトは 1 月 14 日（月）、米国カリフォルニア州サンデ
ィエゴで開催中の国際協議会で、2019‐20 年度の会長テーマを発
表しました。そのテーマは
「ロータリーは世界をつなぐ」“Rotary Connects The World”
「最初の強調事項はロータ
リーを成長させることです。
私たちの奉仕活動やプロジェ
クトのインパクトを成長させ
ること、また、最も重要なの
は、これからより多くのこと
を達成するために、会員を増
やすことです」とマローニー
会長エレクトは述べました。
ロータリーでの経験の中核
にあるのは「つながり」であ
るとマローニー会長エレクトは信じています。
「ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互いにつながる
ことができます」とマローニー会長エレクト。「ロータリーは、ロータリーがなければ出会う
ことがなかった人びと、職業上の機会、私たちの支援を必要とする人たちとのつながりをもた
らしてくれます」
さらに、多様な会員から成る会員増強委員会を設立することで、現在クラブに反映されてい
ない地域社会の人たちを特定するようすべてのロータリークラブとローターアクトクラブに促
しました。また、「ユニークなネットワークを駆使するロータリーを通じて私たちは、人類の
素晴らしい多様性とつながり、共通の目的において末永く続く深い絆を創り出します。世界が
これまで以上に分断する今日、私たち全員をつなぐのはロータリーです」と続けました。会長
エレクトはさらに、忙しい職業人や家族の都合でも忙しい会員にもリーダーの役割を果たして
もらえるよう、さまざまな例会の内容や奉仕プロジェクトの機会を提供するよう促しました。
「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せず、互いに補完し合うような文化をつくって
いく必要があります」と会長エレクト。「これには、現在の文化を変えるための現実的なステ
ップを取ること、つまり、期待値を現実的に受け止め、スケジュール作りを熟考し、すべての
レベルのロータリー行事に子どもを受け入れることを意味します」

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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