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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2538回 2019年2月6日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

2/ 6
31
27
1/16
30
18
会員総数 31名

4
12

出席
率％

ＭＵ

修正
出席率％

4

73.33

87.1
60

【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率82.06%
1/16メークアップ4名・関会員、笹川会員、
荒木会員、竹村会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

◇本人誕生日 ・大畑 喜信会員
・西村 清 会員
・竹村 信彦会員

山本 和男

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

金親 博榮 様 （千葉南RC)

◇奥様・旦那様 誕生日
・大野 眞里会員
・荒木 由光会員
・西村 頼子会員
・泉水 宏之会員

出井 清 様 （千葉南RC)

◇結婚記念日 ・山本 和男会長
・鈴木 慶夫会員
◇入学試験が無事終わりました
西村 清会員
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【会長挨拶】

会長 山本 和男

今年は少しでも廃棄に回らないことを願うばか
りです。
今日は第一例会でこの後催しが沢山有ります
のでこれで挨拶を終わりにします。

【理事会報告】

こんにちは大変良いお湿りです。これからの
時期は定期的に雨が降ってもらうとホコリが
飛ばないで助かります。本日は千葉南ロータ
リークラブより出井さんと金親さんがお見え
になっています。前回の国際大会に八街クラ
ブ会員と一緒に大変楽しい旅をされたと伺っ
ております。後程良ければご挨拶などいただ
ければと思います。
さて暦の上では立春ということで春の始ま
りです。ついこの間新年を迎えたばかりと
思っていたのですが、日の経つのが早く感じ
ます。立春といえば節分という行事がありま
す。成田山新勝寺においては白鵬や海老蔵さ
んなど有名人がたくさん来て豆まきをしてま
したが、八街名産の落花生もまかれていまし
た。八街クラブの会員の落花生屋さんもあの
豆を納められたのではないでしようか。私の
ところでの昔話になるのですが、柊と俵ぐみ
の枝を竹竿の先端に縛り、ぐみのトゲにイワ
シを刺しその下にザルを提げて玄関先に立て
掛け、親と豆まきをした記憶があります。最
近ではこのような風景は見られなくなりまし
たが皆さんのところではこのようなことはし
なかったでしょうか。又私ごと海苔屋の話に
なりますが、節分には恵方巻の海苔作りに大
変忙しい思いをします。そもそも節分に恵方
巻を食べる習慣は、関西地方で節分に恵方に
向かって願い事を思い浮かべながら無言でま
るかじりをするというならわしがあったそう
で、それをセブンイレブンが20年前に恵方巻
という名前で全国発売したのが今に至ってい
ると聞いています。この太巻きには七福神に
ちなんで７つの具が入っているようです。昨
年来より億の桁の廃棄がされているとのこと
でマスコミでも騒がれています。大変もった
いないことですが、価格設定が高めなのと賞
味期限があるので結構な量が廃棄されてしま
うのかと思いますが、この仕事に携わってい
るものとして気がひける思いです。

幹事 増田 繁

≪報告事項≫
１．会計報告
２．ＩＭ２月２０日（水曜日）
成田ビューホテルにて開催
３．第３回会長・幹事会１月２４日（木曜日）
印西市「花ごよみ」にて開催 印西RC担当
会長、幹事出席
４．子ども書初め展表彰式会長出席
５．第１回会長エレクト研修セミナー
２月１６日（土曜日）成田ビューホテルにて
６．第１５回吹奏楽フェスタに後援
７．黎明高校卒業式３月２日（土曜日）会長出席
≪審議事項≫
１．次年度米山記念奨学生の世話クラブ
カンセラー引き受けについて
＊次年度は引き受けないことに決定
２．親睦旅行５月１１日（土曜日）に決定
＊行先は未定、希望があれば竹村委員長まで

３．ＪＲ榎戸駅舎に市より時計の寄贈の要請が
あり（約５０万円）これに賛同する
＊資金はザル予算より捻出する。
４．黎明高校卒業式、入学式祝儀予算化について
＊各10,000円とする（会長出席）
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【幹事報告】

幹事 増田 繁

◎ｲﾝﾀｰｱｸﾄ合同会議開催のご案内
日時：2019年3月12日（火）15時30分より
場所：千葉市民会館
◎次年度会長幹事会開催のご案内
日時：2019年3月12日（火）18時より
場所：ラディソンホテル成田
◎2019年決議審議会立法案提出のお願い
◎黎明高校卒業証書授与式のご案内
日時：2019年3月2日（土）9時50分開式
場所：黎明高校体育館
◎ロータリー財団と米山の寄付領収証を
ボックスの中に入れています。
◎受贈週報等
・広報イメージブランディングガイドブック
・黎明高校より第32号便り
◎

3月13日（水）は八街神社にて移動例会

【誕生月卓話】

大畑 喜信会員

私の誕生日当日の新聞の縮刷版を、親睦委
員会からいただいた事を思い出し，探し出し
て虫眼鏡を使って昭和16年2月7日付けの新聞
を読み始めました。判読するのに少々時間が
かかりましたが、人々の日常生活がつかめる
家庭欄の「多産の話」という記事に目が止ま
りました。背のすらりとした女性が女学生の
憧れの的だった風潮は昔の語り草、新体制下
では、大型な身体で筋骨も釣り合いのとれた
皮下脂肪もがっちりついた多産型の身体が美
人の典型となりました。ある学者が十人以上
の子供を産んだ母親の身体を調べたらいずれ
も骨盤の大きいことが明らかにされています。
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柳腰の身体は、虚弱体質に多くお産の時に頑張
る力がない。女性として一番大切な事はこの頑
張る力なのです。家庭生活に入っても、子供を
育てるということを場合でもこの頑張る力が必
要なのです。女性の青春時代には、思う存分栄
養をとり、十分に運動をして太っていくのを誉
めるようにすれば、骨盤の大きな楽々お産ので
きる翼賛型の美人になれるという記事でした。
受験の春、『迫る中等学校考査の注意』とい
う記事では，学科試験なしの試験制度になって
及落の範疇が分からないという父兄の取り越し
苦労が載っています。身体は中学の教課に耐え
る健康体であればよく、出来た、出来ないの正
解のない口問口答による選抜に不安を感じ疑心
暗鬼になって、「うちの子は、何故落ちた」と
学校にねじ込んで行った例もあった様です。
『国民学校令』によって、尋常小学校が6年か
ら8年となり、中等学校では軍事教練が始まり、
男子は国民服に戦闘帽、女子には弓道・薙刀が
取り入れられました。昭和16年は、日中戦争が
長く続いて太平洋戦争へ突き進んだ年であり、
国家総動員法が浸透している新体制下の世情か
ら国の政策に沿った内容の記事が取り上げられ
ているのだと思います。
また、戦時下にあって、生活物資が逼迫し始
め、代用品が出回り、一般車両のガソリン使用
が禁止され、米が米穀手帳を使っての配給とな
り、やがて衣料品から木炭・味噌・醬油等様々
な生活用品が配給制度になっていきます。備荒
食が新聞に発表され、木の芽、野草、淡水魚な
ど有毒物質を含むものを注意して調理して食す
る事にもなります。げんごろうのてんぷら、ト
ンボの佃煮など雑草1000種、動物100種が食料
になるとされました。
我々の世代は、敗戦後の個人の権利や自由が
認められる新しい時代を迎え、やがて、日本の
経済成長と共に我々の青春時代があり、ジャパ
ン・アズ・ナンバーワンの時代に遭遇した運の
よい時代だったと思います。誕生月近くになる
と、強烈に思い浮かんでくるのは決して物に恵
まれた時代ではなく、新学制の中で昭和22年に
入学した実住小学校のころです。大きな霜柱の
立った寒い朝の登校、教室の窓下での日向ぼっ
こ、継ぎの当たった衣服の同級生、大きな火鉢
の上に載った弁当箱の焦げた匂い、霜の解けた
泥んこ道、赤い砂嵐、昭和20年代半ばは、食べ
物・衣服・住まい、頭の中で識る昭和16年と少
しも変わらない。そう思えます。そうした環境
の中で身についた感覚は、変えようにも

変えられない。今になっても、物を捨てられな 他の会である経営者から社長の重要な仕事には
い断捨離とは縁のない態度は家族にも馬鹿にさ 企業価値を高めることがあると聞き、そこで気
れたりしています。
づいたのが、ロータリアンとしての活動も自社
の価値を高めることになるということです。活
動を通じて地域で評価の高い会社と認識しても
【誕生月卓話】
西村 清会員
らい、会社の信用とともに社員の信用も高める
ことができる。それが人材採用にも繋がる。そ
のように思い納得しつつあります。今後ともお
付き合いよろしくお願いします。

インターシティー・ミーティング
～6クラブ合同例会～

誕生日卓話をしていただきました。

第2539回 2019年2月20日例会報告

【出席報告】

【誕生月卓話】

竹村 信彦会員

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

2/20
27
13
1/23
29
26
会員総数 31名

14
3

出席
率％
48.15
89.66

ＭＵ

修正
出席率％

1

93.1

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率82.52%
1/23メークアップ1名・関会員（理事会）

2月7日生まれで、明日55歳になります。生
まれた昭和39年は前回東京オリンピック開催
の年で、今年の大河ドラマ「いだてん」が丁
度その時代なのですが、時間が合わずあまり
見ていません。子供は3人で上の娘は神奈川で
働いており、4月からは、息子は東京で働き始
め、下の娘も神奈川の大学に入り、家を出て
いってしまいます。4月からの妻と二人の生活
が想像できず、ヒヤヒヤしています。鎌形会
員からは犬を飼うのがよいとアドバイスして
いただきましたが、現在手乗りの鳥を４羽
飼っているのでそれらに緩衝役と癒しを期待
します。最近はお陰様でいろいろな団体から
誘われて会員、役員になっていますが、それ
ぞれに意味を持って所属しているつもりです。
例えば法人会は税務関連、災害防止協会は安
全、中小企業家同友会には会社を良くするた
めの経営の学びなど、社員に聞かれた時には
説明をしています。ただロータリークラブに
は意味を見いだせず、迷いがありました。
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会

場

成田ビューホテル

点

鐘

石川 邦紘ガバナー補佐

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

四つのテスト

基調講演

ひめのともみクリニック
姫野 友美院長

藤﨑 康人幹事

国歌斉唱

講師 姫野 友美院長

姫野 友美院長・基調講演

諸岡 靖彦直前ガバナー補佐

石川 邦紘ガバナー補佐・乾杯挨拶
寒郡 茂樹次期ガバナー補佐
5

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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