国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

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2545回 2019年4月10日例会報告

【出席報告】

例会

【ニコニコボックス】

SAA 小澤 孝延会員
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・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 82.91%

◇本人誕生日 ・関 由美子会員

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

ソ ン グ

◇奥様・旦那様誕生日
・山本和男会長・笹川英一会員
・小久保和子会員

山本 和男

◇結婚記念日 ・伊藤嘉一会員・伊藤武雄会員
・小久保和子会員・小澤孝延会員

四つのテスト
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ここまで、芸人を集めたなと感心しました。け
やきの森の夏まつりを負かす程です。実行委員
長の林さんを改めて尊敬いたします。
当日の花見客は1500人位、来たそうです。出
店も各店舗2時過ぎには、売るものがなくなっ
てしまったと悔しがっていました。今度ロータ
リーで、祭りごとをやるなら林さんと小澤さん
に任せば、完璧だと思います。来年は是非とも
こんにちは。今日の寒さは平成の4月として

観桜会に皆さん行かれてはと思います。

は気温が最も低いそうです。平成での桜の花
もぼちぼち終わりそうです。3月31日に黎明高
校で観桜会が開催された時には8分咲きでした。
そして4月8日には黎明高校の入学式でしたが、【理事会報告】

幹事 増田 繁

ちょうど満開で大変綺麗に咲き誇っていまし
た。ロータリークラブの会長と言うことでお

招きを頂き入学式に参加してきました。在校
生からの新入生への歓迎の挨拶に、「目的意
識を持って行動すること。色々なことに挑戦
すること。自分にできないと諦めてしまう前
に何事にも挑戦してみて下さい。素晴らしい
出会いや経験が待っていると思います。」と、 ≪報告事項≫
１．会計報告
しっかりした言葉で新入生を迎え入れた挨拶
２．第５回会長・幹事会 ４月12日（金）
「河太郎」 幹事クラブ白井RC
出席：山本会長、増田幹事

に感動しました。

さて

話は戻りますが観桜会に参加しての

感想を聞いて下さい。当日はちょっと肌寒い
３．地区研修・協議会 4月20日（土）
アパホテル東京ベイ幕張
会議所出発8：30 登録開始9：00より
配車：生形会員 笹川会員

日でしたが、桜はほぼ満開に近く大変綺麗な
花の下、朝から可愛い小さな子供のダンスや
ヒップホップ、フラメンコ、肌を露出した刺

４．黎明高校卒業式、観桜会、入学式
いずれも会長が出席された。

激敵な女性のベリーダンス、歌手のライブな
ど

又黎明高校の吹奏楽の演奏、野球場にて

≪審議事項≫
１. 親睦家族会 5月11日（土）
観客が声援を挙げていました。私も観桜会が、
神奈川県大山詣で．
8：00 八街観光車庫出発
こんなに盛大に行われているとは思ってもい
会費 会員5,000円 同伴者3,000円
ませんでした。とにかく次から次とよくぞ
は堀越高校とのオープン戦が行われ、大勢の
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２．山之口國雄会員退会について
理事会にて承認された。

そういえば初対面の方でもまず名前を聞かれ、

３．台北芝山RC会長交代式
参加者：生形会員ほか３名参加予定
お土産代として国際奉仕委員会予算から
30,000円を支出

かれることが多いのですが、年令を知って何

次は家族構成でも出身地でもなく、年令を聞

の参考にするのかよく分かりませんので、私
の年令を伏せておきますが、実は福田会員と
同学年です。

４．笹川会員のご子息結婚ご祝儀、
伊藤武雄会員のご息女入院お見舞い
内規により贈呈

【幹事報告】

それはさておきまして、今日は私がロータ
リーに入会した当時のことをお話しさせてい
ただきます。私の入会当時のことを知ってい

幹事 増田 繁

る会員の方は、現在は7名だと思います。私

◎「ロータリーデー・希望の風コンサート」
講演会のご案内
日時：2019年5月22日（水）14時開演
場所：千葉市文化センター アートホール

は入会前、当時生保の仕事をしておりました
ので、例会が始まる前に営業をさせていただ
いておりました。その年数が９年間、平成８

◎姉妹クラブ締結のお誘い
高雄博愛ロータリークラブ（台湾）

年に会員になって２３年間のトータル３２年
間ロータリーとの長いお付き合いになってお

◎ふくしチャリティーボウリング大会
日時：2019年6月22日（土）9：45am
会場：八街ヤングボウル

ります。
私が入会するにあたって、当時の第９分区

◎例会変更のお知らせ（白井RC)
4月15日(月)→4月20日(土)地区協議会振替
4月29日(月)→休会
5月 6日(月)→休会
5月27日(月)→移動夜間例会（詳細未定）

（第10グループ）には女性会員は一人もおら
ず、当クラブでも女性会員を入会させるにあ
たり、すぐに結論が出ずに何か月か待たされ
た記憶があります。当時会長さんに「無理な
さらずに」と言ったところ、「初めての女性

【誕生月卓話】

会員なのでもう少し待ってください」との返

関 由美子会員

事だったことを覚えております。今では考え
られないことでした。入会時会員の皆さんと
は顔見知りではありましたが、毎回例会はと
ても緊張していましたが、今おられる先輩方
や、平野会員や鎌形会員のお父様がとてもや
さしくして下さり、続けられてきたのだと思
います。

皆さんこんにちは！４月生まれの関でござ

女性会員は、八街ロータリークラブが発足

います。

してから入会した女性は、全部で私を入れて

皆さんご存知ですか？日本人は世界の中で

５名です。現在の３名は今までで一番女性会

も、とても年令を気にする国民性だそうです。 員が多いので心強いです。忙しい日々での
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中のロータリー活動でしたが、沢山勉強させ

様々な趣向で皆様に楽しんでいただけたと存

ていただきました。先日中学生の孫に「もう

じます。

ロータリー卒業しようかな〜」と言いました

話は変わりますが、２０２０年に東京オリ

ら、「えっ辞めるってこと、辞めない方がい

ンピック・パラリンピックが行われますが、

いよ」というのです。「どうして？」と聞く

千葉幕張メッセではフェンシングやレスリン

と、「だってロータリーに入っているだけで

グ競技等が行われます。私は、現在、千葉県

すごい事なんだよ。誰でも入れる訳ではない

植木生産組合連合会副会長をやらせて頂いて

んだから絶対辞めない方がいいよ」と言うの

居りますが、連合会では、オリンピック・パ

です。どこで聞いて来たのか調べたのかわか

ラリンピックにお越しになる世界の国々から

りませんが、まあ私も確かに入会したころは、 お客様のおもてなしの一環として県道２０号
孫の言っていることと同じような気持ちでい

線、千葉工大からマリンスタジアムの道路、

たと思います。時間の経過とともに薄れてし

また、メッセ周りの道路、道路わきの植栽を

まったプライドや情熱に気付かされた瞬間で

昨年、今年、来年と実施し、花と緑でお客様

した。これからはロータリーの活動も新鮮な

をお迎えすべく取り組んでおります。

気持ちを持ってやっていきたいと思います。

最後にロータリークラブの皆様にも是非お
知恵をお貸しください。

【卓話 黎明観桜会御礼と東京五輪に
向けた植木生産組合の取組】
林 政男会員

八街市は、毎月８０人ペースで人口減少が進
んでおります。人口が減れば、活力が失われ
ていきます。印旛管内では、八街市、佐倉市、
富里市が減少しております。佐倉市は、月３
０人、富里市は、４年で１００人程度の減少

となっております。また、千葉県３７市の中
で、人口減少率が、南房総市、いすみ市、勝
浦市、鴨川市、銚子市、匝瑳市、山武市につ
いで八街市であります。八街市は、ワースト
去る3月31日第7回黎明観桜会に際しまして

第８位になっております。

は八街ロータリークラブの山本会長を始め多

現在人口約70,000人ですが、1800人近くが

くのロータリーの皆さんのおかげで成功裏に

外国人で、日本人は68000人程度となっており

終了しました。有り難うございました。冒頭

ます。

会長より詳しい説明がありましたように様々

ロータリークラブの皆さんの知恵をお貸し

な趣向で皆様に楽しんでいただけたと冒頭会

いただいてこの人口減少に歯止めをかけて行

長より詳しい説明がありましたように

かなければと思っております。

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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