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【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・小川 嘉一会員 ・笹川 英一幹事
・小久保 和子会員
皆さん、こんにちは。去る９月９日の台風

◇奥様誕生日 ・伊藤 武雄会員

１５号は、八街市も含め千葉県に大きな被害

◇結婚記念日・小川 嘉一会員 ・大畑喜信会員
・福田 守会員 ・増田 繁会長

をもたらしました。私の家では１２日間進入

◇初ひ孫を授かりました。

現在もまだ停電の所があるようです。

道路の通行止め、停電を余儀なくされました。

小川 嘉一会員
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台風による被害状況の把握の遅れが、復
旧の初動体制の遅れにつながったと思いま
す。東京電力は君津市の大きな2基の送電鉄
塔の倒壊から見て、防風の異常な大きさに
気付いたと思います。それなのに2・3日で
の復旧の見通しと発表。状況の曖昧さの中
次々と復旧の見通しを訂正しました。
≪審議事項≫
1． ガバナー公式訪問について
＊富里RCと合同で準備、会場費など相談

行政の対応もかなり遅かったと言わざる
を得ません。家屋の倒壊、道路の寸断、電
灯・電話線の断線等の全貌の把握が遅れ、

２．産業まつりに代わる奉仕活動について
＊社会奉仕、職業奉仕と協力してロータ
リーの活動を認知してもらうようなプロ
グラムを中学生対象に行う。

国や県への報告・連携が遅れました。被災
者への情報の伝達にも課題を残しました。
携帯電話が使用不能、市の防災無線が停電

３．インターアクト海外研修について
＊11月8日から3泊4日（台北）
千葉黎明高校 鈴木恭湖さん（2年）
小久保委員長が引率

で使えず、文字通り「まっくらやみ」。自
治体間の連絡にも障害が起きました。早期
に消防団の応援、地元区長、自治会の協力

４．台風15号によるロータリークラブ
支援調査について
＊当クラブとして金銭支援を希望

等で、もっと早く情報の把握が出来なかっ
たのか。このため八街市の被害状況に空白
時間が生じ、遠くの親戚、友人に心配と不

５．サジーさんのフェスティバル募金
￥26,100集まりました。
皆さんのご協力ありがとうございました。

安を与えました。今後の課題です。
地球温暖化による日本近海の海水温の上
昇により、台風の勢力がより強大となって
きています。今後の対策を考え直さなけれ

【幹事報告】

幹事 笹川 英一

ばいけない時期に来ていると思います。

【理事会報告】

◎ ロータリー情報研修会の開催について
日時：2019年10月29日（火）16時点鐘
会場：ラディソンホテル成田

幹事 笹川 英一

◎受贈学園報 ・千葉黎明高校

≪報告事項≫
１．会計報告

２．第2回会長幹事会報告 9/27
３．情報研修会 10/29 ラディソンホテル
＊各自マイカー乗り合わせ
４．その他
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【委員会報告】

青少年委員長
小久保 和子

【誕生月卓話】

小川 嘉一会員

9/28にTKPガーデンシティ千葉にて奉仕プロ

私は10月20日をもって85歳の誕生日を迎える

ジェクト推進セミナーに鈴木会員とともに参

事が出来ました。今日まで大きな病や怪我も

加しました。基調講演では認定NPO法人アジア

なく、生きて来られた事に感謝です。悪い所

チャイルドサポートの池間哲郎様より「懸命

と言えば頭と根性ぐらいです。思えば、子供

に生きる人々〜日本人こそ学んでほしい〜」

の頃から家業であるピーナッツを良く食べて

を聞きました。日本で当たり前だと思ってい

来ました。現在まで元気でいられるのもピー

ることは当たり前ではないこと、キレイな水

ナッツのお陰だと思います。ピーナッツは大

が飲めること、ご飯をお腹いっぱい食べられ

変栄養価の高い食べ物です。皆さんもピー

ること、教育を受けられること、普通に生活

ナッツを大いに食べて元気に長生きして下さ

ができることのありがたみを学んできました。 い。
また台風15号の被害について鋸南ロータ

私が今日までの85年間、忘れられない思い

リークラブの清水会長より現状の写真が沢山

出の中に、少年時代、戦争の為に腹を空かし

上映されました。一枚一枚を説明しているう

て育った頃を思い出します。食料は配給制、

ちに声が詰まり涙が抑えきれず溢れてくる様

それも年々少なくなっていきました。「欲し

子に被害の大きさを感じました。

がりません勝つまでは」の教育のもと、鍋釜

10/1に千葉市民会館にて第32回インターア

昭和20年の春頃からは、頻繁に空襲警報が

クトオリエンテーションに参加しました。
11/8〜11/11

以外の鉄ものはすべて回収させられました。

発令され、その度に電気を消して敵機が通り

3泊4日にて台湾へ行きます。

八街からは千葉黎明高等学校から2年生の鈴木

過ぎるのをじっと待っていました。上空にB29

恭湖さんが参加します。八街ロータリークラ

の爆音が響き、その音の凄いこと、20機、30

ブからは私が参加しますのでよろしくお願い

機が編隊を組んで飛んでいくさまは異常です。

致します。

下から高射砲で撃ってはいますが届かない。
弾のはじける上を、悠々と飛んで行きました。

3月10日東京大空襲では、本当か嘘かB29が300
機の編隊を組んで、東京下町をほとんど
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焼け野原にしていました。八街にも陸軍の飛行

増強のためにロータリーの規約がどんどん緩

場があったせいで、米軍の戦闘機が飛んできま

んでいく現状に私は疑問を感じています。当

した。今では当時を知る人も年々少なくなって

然例会の出席率は上がるでしょうが、それに

きました。八街ロータリークラブの会員の中で

何の意味があるか私には分かりません。皆様

も数名です。

はどの様に感じられますか。

今、日本は平和です。この平和が今後。孫や
ひ孫の代まで続いてくれることを祈ります。

【誕生月卓話】

今日は、誕生日祝いとともに、結婚記念日の

笹川 英一幹事

お祝いも頂きました。この10月18日は、私が結

4年前の時にもお話したと思いますが、ラグ

婚して59年目を迎えます。思えば、良く保った

ビーワールドカップが開催されていまして4年

ものだと思います。これもお互いの信頼からだ

前はイギリスで日本代表が南アフリカを破る

と思います。来年は、ダイヤモンド婚だそうで

世紀の番狂わせをやらかしました。先日も世

すが、何か家内に贈り物をと考えています。

界ランク第2位の優勝候補のアイルランドに勝
利の大金星でした。この勢いで予選突破し決

話は変わりますが、八街ロータリークラブも

勝トーナメントに進んでもらいたいです。

来年は創立55年を迎えます。私もチャーターメ

私も半年前に手に入れた9月22日のアイルラ

ンバーの1人として54年間お世話になって来ま
したが、ロータリーも時代とともに変わってき

ンド対イングランドのチケットを持って観戦

たように思われます。創立当時は、職業分類で

してきました。新横浜の駅からスタジアムま

1業種1名で、メーキャップの有効期限も前後1

では徒歩で15分くらいでしたが、グリーンの

週間でした。各会員がプライドを持って例会に

ジャージとネイビーのジャージがひしめき合

出席し、地区内のほとんどのクラブが例会出席

うようでした。途中のコンビニの前で大集団

率100%を割ることはありませんでした。高度成

になってビールや缶酎ハイを酌み交わしてい

長とともに新しいクラブも次々にでき、会員も

て、側を通ると熱気とアルコールの匂いがし

増えました。その後、職業分類で1業種5名まで

て私もつられてビールを一杯、強豪同士の一

の入会が認められ、メーキャップの有効期限も

戦前の緊張感はなく、皆さん和やかな雰囲気

前後2週間になりましたが、どのクラブも例会

で、あちらこちらで「バファロー」と声をか

出席率は下がるばかりでした。幸い八街ロータ

けながら笑顔でした。
アイルランドは下馬評どおり強かった。後

リークラブはいつも、地区の中で上位20番前後
を維持しています。先日当クラブにお見えに

半はスコットランドを応援しました。国際試

なった、ガバナー補佐の寒郡氏のお話にもあり

合をたっぷり楽しんだ一日になりました。
ちなみに静岡で行われる南アフリカ対イタ

ましたが職業分類の一部が削られたり、メー

リアの観戦にも行ってきます。

キャップの有効期限が年度内とか、最近会員

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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