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【会長挨拶】

会長 増田 繁

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 90.48%

会長

皆さんこんにちは。先日の「八街ふれあい夏まつ
り」には、暑い中ご苦労様でした。開会の挨拶の中
で、暑い中お体に気を付けて下さい、と言った私が
倒れてしまい、終了まで参加できなくて皆さんにご
迷惑とご心配をおかけしたことは誠に申し訳ありま
せんでした。
本日はお客様として、市スポーツ振興課より、市
川さんにお越しいただいております。お忙しいとこ
ろご苦労様です。来る10月２７日（日）に開催される
「小出義雄杯落花生マラソン大会」についてお話が
聞けるそうです。
２５日に行われた市議会議員選挙において、当ク
ラブの木村利晴会員、林政男会員、小澤孝延会員
の３名がめでたく当選されました。おめでとうござい
ます。これからも八街市発展のため頑張っていただ
きたいと思います。
本日山本会員のご紹介で新会員がお見えになっ
ております。ようこそお出で下さいました。野村英雄
さんです。ご入会おめでとうございます。後ほどご挨
拶をいただけるものと思います。

増田 繁

ソ ン グ

奉仕の理想

お 客 様

八街市教育委員会
スポーツ振興課
課長 市川 明男様

【ニコニコボックス】
◇奥様誕生日・鈴木 慶夫会員
◇8/17ふれあい夏まつりご迷惑かけました。
会長 増田 繁
◇ふれあい夏まつりありがとうございました。
社会奉仕委員長 竹村 信彦
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【小出義雄杯八街落花生マラソン大会に
ついて】
八街市教育委員会
スポーツ振興課課長 市川 明男様

当クラブ最年長名誉会員であった伊藤謙三様
が満９８歳でご逝去されました。８月１６日に葬儀
が行われました。謹んでお悔やみ申し上げます。
８月１９日市社会福祉協議会主催の地域ぐるみ
福祉推進標語、ポスター審査会があり、私がロー
タリー会長として出席してまいりました。市内小学
校高学年４・５・６年生の作品である標語・ポスター
を審査しました。選ばれた優秀作品は後日発表
するそうです。優秀作品は市社会福祉協議会で
ポスター・パンフレット・チラシ・封筒にて広報活動
に活用するとのことです。
本日はご苦労様です。

八街市教育委員会スポーツ振興課長の市川と申
します。本日は、ロータリークラブ例会の貴重なお時
間をいただき、ありがとうございました。
スポーツ振興課からは、第１回「小出義雄杯八街落
花生マラソン大会」について説明にまいりました。
主催は、小出義雄杯八街落花生マラソン大会実行
委員会、共催は、八街市、八街市教育委員会、八
街市体育協会でございます。
開催期日は、10月27日日曜日で雨天決行となりま
す。受付及び開会式などを行うメイン会場につきまし
ては、八街中学校でございます。
◎ 奉仕プロジェクト推進セミナーのご案内
部門ですが、ファミリー１．５キロメートルの部、１．５
日時：2019年9月28日（土）13時点鐘
キロメートルの部、メインの１０キロメートルの部となっ
場所：TKPガーデンシティ千葉
ております。なお、すべての部門において、申込み
受け付けを締め切らせていただきましたが、定員を
◎ 第2回インターアクト合同会議のご案内
超えた申込みがございました。
日時：2019年9月10日(火）15時30分より 当日、走っていただくコースにつきましては、パンフ
場所：千葉市民会館
レットの裏面をご覧ください。メインの１０キロメートル
の部でございますが、市役所を東に向けてスタート
◎米山梅吉記念館より賛助会員について
し、国道４０９号を約３キロメートルほど北へ進み、朝
年間1人3000円（1口）
陽小学校前の交差点を左折し、榎戸駅方面へ向か
全国1人100円運動も継続中
い、泉台区、富山区及び一区を通り、市役所前から
八街駅北口へ向かった先がゴール地点となります。
◎受贈週報・活動計画書（印西RC)
次に１．５キロメートルの部でございますが、八街
館報（米山梅吉記念館）
中学校前を西へ向かいスタートし、線路沿いを走り、
途中でＵターンした後は、１０キロメートルの部と同様
【委員会報告】 ふれあい夏まつりについて に市役所前から八街駅北口へ向かった先がゴール
地点となります。
このほか、マラソン大会当日には、参加者や応援に
＊社会奉仕竹村委員長より
来られた方などへの「おもてなしイベント」として、落
ダーツ売上 ２５,０５７円
花生や八街生姜ジンジャーエールなどの試飲・試食
と販売などをＪＲ八街駅北口の市有地で行う予定で
＊ロータリー財団山本委員長より
ございます。また、コース上の安全を確保するため、
ポリオ募金 １８,４１５円
マラソン大会当日は、午前９時２０分頃から１１時３０
ポリオ撲滅のPRさせて頂きましたが募金箱に 分頃まで、コース上を中心に、車両通行止め等の交
18,415円と会員のご協力も頂きました。一般の 通規制を行う予定です。大会当日の交通規制をは
方々にも沢山の寄付を頂きました。
じめとする大会運営に関しまして、皆様のご理解とご
ありがとうございました。
協力をお願い申し上げます。

【幹事報告】

副幹事 竹村 信彦
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このほか、本大会では、協賛していただける企
業などを募集しているほか、競技役員などのボラ
ンティアも募っていいるところでございますので、
併せまして、ご理解とご協力いただければ幸いで
す。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく
お願い申し上げます。

【新会員の紹介】

山本 和男会員

於ける即売会は、当地のみならず千葉県各地、ま
た他地方から来店される数多くのお客さまのご愛
顧を戴いていますことは望外の喜びであります。
今後共八街の地に根をおろした企業でありたいと
思います。よろしくお付き合いの程お願い申し上げ
ます。

【誕生月卓話】
こんにちは。本日は新会員の紹介をさせて頂きま
す。㈱グランプラスの会長、野村英雄さんです。グ
ランプラスさんは高級チョコレートの製造・販売を
している会社でして八街の住野に本社を置き、東
京に営業所を、また新橋の日テレの近くにアンテ
ナショップがあります。今や急成長されている優良
企業です。
皆さんご存知かと思いますが毎月工場直売をさ
れていて、行列のできることで知られております。
この売上の1．5%が八街市の社会福祉協会に寄
付されております。 毎年一番多く寄付をされて
いる会社でもあります。
またグランプラスさんは地元に貢献できる企業で
ありたいという理念を持ち、社会奉仕、職業奉仕
に貢献されている素晴らしい会社です。
それでは野村さん自己紹介、会社概要等お願
いします。

高橋 宏一会員

皆さんこんにちは。今日は与えられた卓話時間
は５分ですので即席の卓話になります。
私のFacebookのカバー写真をご覧になってい
る方もいらっしゃるかと思いますが、そのカバー写
真にはきれいな山脈の写真が載っております。そ
こはアメリカのワイオミング州でロッキー山脈の一
部を形成するグランドティトン国立公園の美しい
山並みです。昔なつかしい西部劇「シェーン」の
舞台となった所です。アメリカ国内では最も美しい
山脈と言われており、私も生きているうちに一度は
行ってみたいところでした。グランドティトン国立公
園は、そのすぐ北側にはアメリカで最初に国立公
【新会員挨拶】
野村 英雄会員
園に指定されたイエローストーン国立公園があり、
この度、平成倉庫(株)山本会長のご推挙により当 通常はそことセットでツアーを組んで行くところで
す。私は４年前に念願かなってそこへ行って来ま
クラブの会員に加入させて戴くことになりました
した。その時に自分で撮影した写真が今のFBの
株式会社グランプラスの会長、野村英雄でござい
カバー写真です。雲一つない快晴でした。
ます。
そのグランドティトン国立公園の中心にあるジャ
当社はチョコレートを主とした菓子類の製造・販売
クソンホールで、先週２日間にわたりジャクソン
を生業にしております。当社が八街の住野地区に
ホール会議が開催され、テレビのレポーターが
工場を移転しましてから早や二十三年が経とうと
しております。その間、当工場の地主さんはじめ八 その山並みをバックに会議の報告をしていました。
街の皆さんのご支援、ご協力により、社業は順調な ご覧になった方もあると思います。この会議は主
成長を続けることができました。とりわけ、当工場に 要国の中央銀行総裁らが集まる会合で、アメリカ
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話しておりました。この話はどちらかと言うと私の一
方的な話が多分に含まれておりましたが、現在はボ
ケと言わずに認知症と言っていますが、自分の意
思に関係なく、発生をしてしまうという何とも奇妙で
厄介な出来事であります。なぜならばなってしまえ
ば本人は判らないのですからそんなに自分で心配
をする必要はないとも思いますが、心配している時
はまだボケていない時であります。
旅先ではボケ封じのお寺を参拝したり、赤いパン
ツを買ってそれをはいたりそれは涙ぐましい努力を
しております。そこで私の「かっこいいボケ」が登場
【80歳誕生月卓話】
伊藤 嘉一会員
するわけであります。多分まだなったことがありませ
んので良く分かりませんが、聞くところによると、ボケ
になるとまだ正常な時の思い出等がその中に多く
出てくるようです。
そこでまだ正常の中に「ボケ」た時にまともな、あ
まり差しさわりのないかっこいいことが行動に言語に
出るように今仕込んでおくと言う発想です。これはな
かなか大変なことでありますが、やりがいはあります
が困難な作業であります。
そんなことを言っていて、もし自分がいざ「ボケ」
こんにちは、1939年8月21日が私の誕生日です。
過日の例会では会員の皆様方にお祝をして頂き た時に伊藤はあんなこと言っていたが、言ってたこ
まして誠に有難うございました。ようやく満80歳、 とと全然違うじゃないかと言われるかも知れません、
傘寿という記念の冠付きの歳を迎えることができ でもそれは何でもありません。なぜなら自分では判
らないからであります。せいぜいボケないようにお願
ました。
今日は小出義雄杯八街市落花生マラソン大 いするしかありません。その節はよろしくお願いしま
会の説明のため八街市のｽﾎﾟｰﾂ新興課長がお す。くだらない話で申し訳ありませんでした。
見えでした。たまたま私は小出義雄さんとは山武
農高（現在は大網高校）時代3年間同じクラスで 【誕生月卓話】
荒木 由光会員
過ごさせて頂きました。開催をされることを大変嬉
しく思っております。心から応援を致します。
さて自分の事の前に名誉会員の伊藤謙三さん
が8月8日にご逝去をされました。98歳の大長寿
だそうです。たまたま奥さんが私どもの吟詠会の
50年来の会員であり、何時も元気で自分の布団
をいつも自分で片付けていると元気な様子を話し
ており、100歳の誕生日を心待ちにしておりました。
また謙三さんと言えば伊藤及也と並んでこの8
月の終戦記念日には、例会で卓話をして頂いて
司会者からの突然の指名なので戸惑っておりま
おりました。名誉会員になられてからも時々例会 す！が話し出すと⒉3時間かかりますので手短かに
に参加をして頂き、為になる卓話を沢山頂いてお 挨拶させていただきます。今日の午前中にも記者の
りました。懐かしく思い出されます。改めてご冥福 インタビューがありました。8月21日の毎日新聞夕刊
をお祈り致します。
のトップ面にモンゴルやラオスに寄贈した宮霊柩車
自分ではあまり感じませんが、80歳は老人の部 の記事の件の事であリました。これからのこの活動
類に属するのかなと最近感じるようになりましたが、 継続や本日も九州方面に大雨の影響により我々に
お酒を前にするとがぜん元気が出てくるような気 国よりからの出動命令が出る事の無いように祈りつ
はしますがこれは多分「カラ」元気のようです。
つこれからも皆さんのアドバイスをいただきながら過
さて、今度は自分の話をします。30年くらい前か ごしていきたい思っておりますのでよろしくご指導の
ら友人と「かっこいいボケ」になろうと口癖のように
ほどおねがいします！
FRBのパウエル議長が、トランプ大統領の圧力を
受け、アメリカ経済の下振れを恐れ、次の利下げに
ついて言及するか注目された会議でした。ジャクソ
ンホールは海抜2000ｍにあり、背景のグランドティ
トン山脈は4000mの標高があります。この景色がテ
レビで何度か写されて懐かしくなり、今日即席に紹
介させていただきました。皆さんの中でもチャンス
があれば是非行ってみてください。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子

