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2019-20年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
マーク・ダニエル・マローニ―
Decatur RC（アラバマ州）

会長 増田 繁 ・ 会長エレクト 木村 利晴 ・ 副会長 笹川 英一 ・ 幹事 笹川 英一

第2555回 2019年7月3日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延
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【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 83.5%
6/19メークアップ2名・生形会員（米山）
笹川会員（理事会）

◇本人誕生日・福田 守
◇奥様誕生日・川崎 尭信
点

鐘

会長

斉
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◇1年間よろしくお願いします。
増田 繁会長

増田 繁

◇幹事、頑張ります。笹川 英一幹事

四つのテスト

◇広報公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員長、ご協力
ありがとうございました。
本年も宜しく。
高橋 宏一委員長

増田会長年度
スタート‼

◇1年間よろしくお願いします。
・小澤 孝延 会場監督（SAA)
・川崎 尭信 親睦プログラム委員長
・伊藤 嘉一 会員増強委員長
・山本 和男 ロータリー財団委員長
・生形 健一 米山記念奨学会委員長
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【会長挨拶】

会長 増田 繁

増やすという覚悟で頑張って行きたいと思いま
す。是非とも宜しくお願いいたします。

【理事会報告】

幹事 笹川 英一

八街ロータリークラブ2019～20年度が始ま
りました。この度第54代会長として、この一
年間一生懸命重責を果たしていく所存です。
是非とも会員皆様のご支援とご協力を宜しく
お願いいたします。
≪報告事項≫

さて今年度マーク・マローニー国際ロータ
リー会長のテーマ「ロータリーは世界をつな

１．前会長、幹事への記念品
（ロータリーバッジ）贈りました。

ぐ」のメッセージ、そして第2790地区諸岡ガ
バナーの「ロータリーから千葉を元気に」の
地区スローガンのもと力いっぱい活動してい

２．名誉会員依頼について、昨年同様4名に了承
を頂きました。

きたいと思います。

３．今年度活動予定。

特に諸岡ガバナーは当第10グループの成田

・八街ふれあい祭り参加8月17日（土）

RCより選出された方であります。八街クラブ
では全力をあげて諸岡ガバナーの活動に協力

・情報研修会10月29日（土）ラディソンホテル

していきたいと思います。

・ガバナー補佐事前訪問11月6日（水）

クラブの運営方針としましては、八街ロー

・ガバナー公式訪問11月20日（水）
富里RCと2クラブ合同（ラディソンホテル）

タリークラブの地域奉仕活動、クラブの公共
イメージ向上に向けて・・・例えば「八街ふ

各種イベント等に積極的に参加を計りたいと

・地区大会令和2年2月8・9日（土・日）
ホテル ザ マンハッタン(8日)
アパホテル 東京ベイ幕張（9日）

思います。また例会も出席して良かった、こ

・IM 令和2年2月25日（火）会場未定

れあい夏まつり」「八街市産業まつり」など

の次も出席したいと思うような意義のある例

４．第一回会長幹事会7月3日（水）
オリベート、ユーカリが丘

会、充実した卓話、楽しい例会になるべく努
めてまいりたいと思います。

≪審議事項≫
１．クラブ協議会開催について
次週・次々週に開催する

最後に仲間を増やす会員増強活動ですが、
会員増強委員だけでなく各会員が一人仲間を
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【１００%出席会員の表彰】

２．ふれあい夏祭り昨年同様ダーツゲーム
３．上期年会費口座振替日

7月10日（水）

４．明朗夏祭りのポスターについて、
＊後援者として記載を承認
５．ホノルル国際大会について
2020年6月5日～
＊当クラブ参加予定者 3人程度

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

◎2019年規定審議会報告の集いについて
日時：2019年7月30日（火）13時開会
会場：千葉市民会館

2018～2019年度 下期・年間100% 出席者

◎2019-20年度地区指名委員会の組成及び
ガバナーノミニー・デジグネート
（2022-23年度ガバナー）候補者推薦について
候補者推薦届出書は9月9日必着

＊小川

嘉一

＊伊藤

嘉一

＊高橋 宏一

＊生形

健一

＊山本

和男

＊増田 繁

＊泉水

宏之

◎ 2019年7月ロータリーレート 1ドル＝108円
◎受贈週報・八日市場RC

【誕生日卓話】

福田 守会員

【会長・幹事交代 バッジの引継ぎ】

皆さん今日は。本日は誕生日ということで皆様よ
りお祝いのお言葉を頂き大変ありがとうございます。
プログラムより指名されましたので一言お話をさせ
て頂きます。
私は昭和22年7月3日、亥年生まれで、今年は
年男、本日で満72歳になります。太平洋戦争の終

山本 和男直前会長 ⇔ 増田 繁会長

戦が昭和20年の8月ですのでいわゆる第一次ベビ
増田

繁直前幹事

⇔

笹川 英一幹事

ーブームのはしり、堺屋太一のいう「団塊の世代」
です。
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八街生まれの八街育ち、実住小学校、八街中

ら全国に発送されております。八街市をPRするに

学校を卒業しました。小学校は50人学級で6クラ

は落花生が一番早いと言う事で、市議会では落花

ス、中学校は、笹引小卒業生といっしょになりま

生条例を制定し、９月１５日には八街駅北口で「落

したので7クラス、同級生は350人位だったと記

花生祭り」が開催され、１０月２７日には「小出義雄

憶しております。

杯八街落花生マラソン大会」が開催されます。私も

高校卒業頃まで八街十字路付近に住んでおり

落花生業者としてそれぞれに頑張りますが、皆様

ましたが、町並みは今も当時とあまり変わりありま

方も『八街の落花生』を愛して頂き、名声を守る為

せん。５区地先、文違地先は昔より大分賑やか

にご協力下さい。

本日はありがとうございました。

になりましたが、神明町と二区の通りはあまり変

マーク・ダニエル・マローニーRI会長の出
身地 米国アラバマ州はどこにあるの ？

わりありません。逆に商店は昔のほうが活気があ
ったように思います。道路はジャリ道から舗装に

アラバマ州は、アメリカ合衆国南部に位置する
州。人口は4,779,736人（2010年度）。州都は
モンゴメリー。他に都市圏では州内最大のバー
ミングハム、州内唯一の港湾都市モービル、ア
メリカ航空宇宙局関連施設が集中するハンツビ
ルなどの主要都市がある。北はテネシー州、東
はジョージア州、南はフロリダ州とメキシコ湾、
西はミシシッピ州と接している。アメリカ合衆国
50州の中で、陸地面積では第30位、人口では
第23位である。内陸まで航行できる水路総延
長が2,100 kmあることでは、国内でも最長クラ
スにある。 南北戦争から第二次世界大戦まで、
他の南部州と同様に農業への依存が続いてい
たこともあって、アラバマ州は経済的に困難な
時代を味わった。工業や都市部が成長したに
も拘わらず、1960年代までは田園部の白人の
利権が州議会を支配しており、都市部とアフリ
カ系アメリカ人の権利は優先されなかった。第
二次世界大戦後、アラバマ州は農業依存経済
から多様化された経済に移行して成長してきた。
R I 会 長 の 所 属 ク ラ ブ の あ る ジ ケーター市は、アラ
バマ州モーガン郡の郡庁所在地かつ人口最大の都
市である。北アラバマ州のテネシー川沿い、ウィーラー
湖岸にあるので、親しみを込めて「川の都市」と呼ばれ
ている。西に40マイルの所には、ヘレン・ケラーと彼女
の家庭教師サリヴァン女史が暮らしたヘレンの生家の
あるタスカンビアがある。

なり、信号は各交差点に出来ましたが、道路事
情も、八街バイパスが１キロほど出来た以外はほ
とんど変わりません。そんな意味では八街市はあ
まり発展しない街だなと感じております。
ご承知の通り八街市は明治以降の開拓の街
で、農業が産業の中心です。明治３０年頃鉄道
が敷かれ、駅が出来たので、商人が増え、農産
物の集積地として発展してきました。その中でも
特に落花生が有名です。落花生は千葉県の特
産品でもあり八街市は落花生の街として全国的
に知られております。日本での落花生栽培の歴
史はそんなに古くなく明治になってからです。最
初は神奈川県の秦野市だと言われておりますが、
千葉県でもその頃から成東町（現山武市）や干
潟町（現旭市）で栽培されました。八街･富里地
区に産地が移ったのは大正時代になってからで
す。爆発的に増えたのは戦後で、昭和３０～４０
年代がピークで耕作地の９割近くが落花生畑だ
ったと言われております。現在は野菜が中心で、
落花生の耕作面積は 当時の５分の１位に減りました
が、それでも全国１の生産地で、業者数も多く、八街か

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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