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第2581回 2020年3月4日例会報告

【出席報告】
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2月19日メークアップ4名・山本会員、木村会員、
林会員、小澤会員（理事会）
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【会長挨拶】

会長 増田 繁

増田 繁

君 が 代
四つのテスト

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日 ・大野 眞里会員 ・生形 健一 会員

皆さんこんにちは。またまた新型コロナウイ
ルスの話になってしまいますが、いよいよ世界

◇奥様誕生日 ・樋渡 琢也会員 ・福田 守会員

中に拡大してしまったようです。これからの例
◇結婚記念日 ・樋渡 琢也会員 ・大野 眞里会員
・木村 利晴会員 ・笹川 英一会員
・川崎 尭信会員

会開催について、当第２７９０地区の今後の例
会開催状況を調べてみますと、ほぼ半数の
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クラブが、３月中の例会を中止としているよう

３.第10グループゴルフコンペ 4月9日（木）
＊中止になりました。（八街RC担当）

です。本日の例会に先立ち開催された当クラブ
理事会において討議した結果、感染拡大防止の

４. 会長エレクト研修セミナー
＊延期になりました。

観点から、３月中の例会の中止が決定いたしま
した。残念ですがよろしくお願いします。

3月22日（日）

５．夜間例会 3月25日(水）やまもと
＊中止になりました。

先日、うちの従業員が、トイレットペーパー

が八街にないので、近隣の酒々井、成田、富里

≪審議事項≫

市の各ドラッグストアを廻ったけど、トイレッ

１.黎明観桜会 3月29日（日）
＊中止になりました。

トペーパーがどこも売り切れで全くない、とい
う話をしました。新型コロナウイルスの感染拡

２.卓話 4月8日(水）
＊真言宗 寶金剛寺

大で、トイレットペーパー、ティッシュペー
パーが不足するとのデマが広がり、業界の在庫

住職

京極勇剛様

３．親睦旅行 5月16日（土）について
＊オリンピック、パラリンピック東京観光。

は十分にあるとの呼びかけにも応じないようで
す。デマの出現は昔から社会不安が増したとき

４．ガバナー補佐訪問 4月15日（水）について
＊来訪は確認中、特別要請はしない。

に出るらしい。
最近の情報過多の時代、ネット、SNS等で情

５．その他
＊3月18日と25日の例会は、コロナウィルスの
影響で中止とします。
（定款第7条第1節ｄ-(3)）

報が拡散しやすくなっています。こちらは
ちょっとおかしなと思う情報には一歩踏みとど
まって考えてみてほしいと思います。デマは何
となくありそうな話なので・・・。

【理事会報告】

八街RC 3月 例会スケジュール

幹事 笹川 英一

3月 4日(水）

理事会・通常例会

3月11日(水）

休 会

3月18日(水）

休 会(定款第7条第1節ｄ-(3))

3月25日(水）

休 会(定款第7条第1節ｄ-(3))

4月 1日(水）

休 会

≪報告事項≫
１．会計報告

＊次回例会は4月8日です。

２．第５回会長幹事会 3月27日(金）
＊中止になりました。
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【幹事報告】

幹事 笹川 英一

御奉謝祭（おびしゃさい）、２月には八街神
社の祈年祭（きねんさい）を奉仕させていた

◎第10グループ親睦ゴルフコンペ中止の
お知らせ
＊4月9日(木）のゴルフコンペがコロナ
ウィルスの影響で中止となりました。

だきました。
さて以前にも話をさせていただいた時と一
部重複する部分もあるかと思いますが、神社

◎インターアクト合同会議中止のお知らせ

数についての話をいたします。神社本庁包括
下の全国の社（やしろ）数は約８万社です。
県内は3,141社、印旛管内は３４９社あり、
その内訳は成田市87社、佐倉市７６社、印西

【誕生月卓話】

大野 眞里会員

市64社、四街道市１７社、富里市１８社、白

(八街神社名誉宮司）

井市20社、酒々井町２１社、栄町２９社、そ
して八街市は１７社です。なおこの内２社は
文違の子の神社（ねのじんじゃ）、雁丸の大
宮神社ですが、富里市の篠原宮司が担当して
おります。また私共は佐倉市宮内八幡神社、
佐倉市七曲の七曲神社、佐倉市西御門の西御
門神社の３社を合わせた１８社を担当してい
ます。

皆さんこんにちは。私は今月２３日７６歳の
誕生日を迎えます。卓話は神社に関した話をさ
せていただきます。

なお法人以外の１５社、一区～五区の稲荷
神社、大東区大宮神社、西林氷川神社、真井
原氷川神社、夕日丘は町内会で維持の坂江の

まず、２年前平成３０年３月３１日付けを以
て、八街神社ほか１７社の宮司を退任し、後任
には長男が就任いたしました。今後宜しくお願
い申し上げます。

氷川神社、松林の氷川神社、神田の神田神社、
北夕日丘の三峯神社、南部は滝台区の稲荷神
社、沖区の稲荷神社、四木区の小間子馬神社

を受け持っています。よって宮司一人では手

また現在神社の役員として当クラブ西村会員
が名誉氏子総代、高橋会員、福田会員が氏子総
代として神社護持運営にご尽力をいただいてお
ります。改めてこの場をお借りして厚く御礼を
申し上げます。なお宮司退任後も神社の祭典が

重複した時など手伝いに出ております。本年も
元旦には、大東区の大宮神社、吉倉の稲荷神社
の歳旦祭（さいたんさい）をはじめ、正月の内
は佐倉市宮内の八幡神社、西林氷川神社の
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の回らない時がありますので元気なうちは手
伝いを行ってやろうと思っています。

【誕生月卓話】

生形 健一会員

私も今年で64歳になります。自分では若い
つもりでいても、来年には年金を貰う年にな
ると思うと気持ちは複雑です。
さて、私は今年度地区米山記念奨学委員会
に所属していますが、米山記念奨学委員会で
は次年度の奨学生の面接試験を2020年1月11日。

本年1月 米国カリフォルニア州サンディ
エゴで開催された国際協議会で
漆原摂子ガバナーエレクト（左）と
国際ロータリー会長エレクトである
ホルガー・クナーク氏ご夫妻

に行い、新規19名・継続5名の奨学生が決定し
ております。しかし、近年の日本の大学の国
際ランキングが下がり、世界各国の少子化に
より学生数も少なくなり、大学生や大学院生
の留学生の奪い合いが起き、思うように集ま
らない現状になっています。
それでも米山記念奨学事業では世話クラブ、
カウンセラー制度を活かし、今後も日本と他
国の架け橋となる人材の育成に力を注いでい
きたいと思います。
それには何より、会員の皆様のお力添えが
必要となります為、これからもご協力をよろ
しくお願いいたします。

国際協議会とは

プログラム
ガバナーとしての準備を整えるには、研修への参加に加え、
意欲を高め、新たな視点で考え、同期ガバナーとなる世界
中のロータリアンと意見交換することが大切です。このため
の貴重な機会となるのが、国際協議会です。

国際協議会では、特別ゲストによる講演や、地区を成功に
導くヒントが得られるプレゼンテーションが聴けるだけでなく、
分科会、円卓討論、ワークショップを通じて、地区運営や奉
仕活動の画期的なアイデアを学ぶことができます。プログラ
ムが決定され次第、出席者の方々にお知らせいたします。

ガバナーエレクトのパートナー（配偶者）向けプログラム
地区ガバナーのパートナーは、就任年度を通じてガバナー

を支える重要な役割を担います。国際協議会では、パート
ナーを対象とした以下の研修・行事も行われます。
情報豊かでインスピレーションを高めるディスカッションとプ
レゼンテーション

文化交流

ネットワークを築く機会
各地区ガバナーエレクトご夫妻とホルガー・クナーク会長エレクト
ご夫妻の写真を無料でダウンロードすることができます

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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