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【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 4名

・ 出席免除会員 4名 ）
通算出席率 96.49%
7/8メークアップ2名鎌形会員、笹川会員（理事会）
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斉

唱
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◇本人誕生日・高橋宏一会員 ・荒木由光会員
◇奥様誕生日・小川嘉一会員 ・小澤孝延会員

木村 利晴

ソ ン グ

四つのテスト

お 客 様

佐藤 英雄様（成田RC)

【会長挨拶】

会長 木村 利晴

皆さん、こんにちは！まだまだ新型コロナウ
イルス感染が収まるどころか拡散しております。
あちらこちらでクラスターも発生しているよう
です。八街市も12人の感染者が発生しました。
佐倉市内のカラオケ店に行っての感染も確認さ
れております。八街市内にも濃厚接触者が数名
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いるとの情報もあります。当分の間は、色々
な人が出入りする場所へはなるべく行かない
様に、自粛してくださるようお願いいたしま
す。ご自分のためでもあり、また、周りの人
たちのためでもあります。宜しくお願い致し
ます。コロナウイルス感染禍ではありますが、
大相撲夏場所が開催されました。入場者制限
されての開催ではありましたが、大変盛り上
がった場所だったと思います。何と言っても、
照ノ富士が30場所ぶりに幕内に復帰して、17
枚目の幕尻優勝を果たしたことは感動しまし
た。初土俵からわずか25場所で大関昇進を決
めるスピード出世ではありましたが、昇進後、
両膝のけがと糖尿病、肝炎で5場所連続休場
して序二段まで下がり、そこからの復活は頭
の下がる思いです。最初の優勝は、イケイケ
の時の優勝で、今回の優勝は、周りの人たち
に助けられ支えられての優勝なので非常に感
慨深いと言っていました。又、親方を信じ、
笑える日が来ることを信じ、やってきたこと
を信じて相撲に向き合ってきた。支えてくれ
たみんなに感謝している。とも言っていまし
た。まだ28歳、横綱を目指して頑張って欲し
いと思います。朝の山を筆頭に横綱を目指す
3役力士も皆元気で今場所を盛り上げてくれ
ました。来場所も楽しみにしています。明る
い話題でした。
さて、ロータリーですが、今月、8月は、
会員増強・新クラブ結成推進月間です。会員
増強はクラブを中心に、自分が今できること
から始め、奉仕と友情の輪を広げて参りま
しょう。ロータリアンと地域の皆さんが笑顔
で毎日が過ごせます様ご祈念申し上げ会長挨
拶を終わります。

・情報研修会中止
当初予定10月28日(水)
・I M 3月3日(火)成田ビューホテル
3. 各セミナー参加者
・会長・幹事会 8月27日(木)
成田ビューホテル 木村会長・竹村幹事
4. 次年度（2021-22年度）より
2790地区のグループを再編
・地区内全14グループから10グループに
グループ数変更
・現在の第10グループは第9グループに名称変
更、新たに多古ロータリークラブが加わり
全7クラブとなる
5. 8月26日(水)例会 外部卓話
八街幹部交番所長 古川満直様
6. 7月12日(火)第1回インターアクト合同会議
(zoom) 小久保会員
7. 米山奨学会寄付金3000万円達成クラブ表彰
(6月30日)
8. その他

【理事会報告】

副幹事 小久保 和子

≪審議事項≫
1. 夜間例会について 9月9日（水）
夜間実施もしくは昼間通常例会
（夜間実施であれば
8月26日・9月2日の例会で出欠確認）
＊夜間例会中止に決定。通常例会となります。

≪報告事項≫
1. 会計報告

2. 次年度活動行事予定
・ガバナー補佐来訪 9月16日(水)公式訪問に
向けての準備のため
2. 2022年規定審議会への議案提出依頼に
・ガバナー公式訪問 10月13日(火)
ついて（提出期限10月15日）
富里クラブと２クラブ合同（ラディソン）
＊会長・幹事で話し合い
・地区大会日程変更
当初予定10月17日(土)・18日(日)を2021年5月9 3. 10月行事予定(案)について
日(日)10日(月)アパホテル東京ベイ幕張に変更
7日(水)第4回理事会
13日(火)ガバナー公式訪問(ラディソン)
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【委員会報告】

14日(水)振替休会
21日(水)振替休会
28日(水)通常例会
＊承認されました

米山記念奨学委員会
委員長 生形 健一

4. 次期ガバナー補佐推薦依頼について
＊会長より福田会員を推薦済
5. RYLAセミナーの実行委員推薦について
(各グループ1～2名)
セミナー開催2月13～14日、
第1回実行委員会10月17日(土)
＊前年度に小澤会員を推薦したので
今年度は推薦なし

7月18日に、2790地区米山奨学委員長セミ
ナーが、三井ガーデンホテルで開催されまし
た。
当クラブでは、木村会長と生形の2名が出
席しました。
内容は、関口理事の卓話と、本年度奨学生
の自己紹介などでした。

6. ロータリーの友事務局よりアンケート依頼
(回答期限8/31)
内容：コロナウイルス感染症がクラブ活動
に与えた影響
＊会長・幹事で話し合い

【委員会報告】

7. 台北国際大会について
①2021年6月12日(土)〜16日(水)
②2021年6月11日(金)〜14日(月)
＊9月16日までに回答
8. その他
①つくし園の看板を設置したが老朽化により
撤去したと電話あり
＊撤去費用を請求された場合には当クラブ
で支払う
②次回からの例会には感染防止対策にて席を
全員前向きの形に戻す
＊検温を施行する
＊マイクの前に感染防止パネルの設置
＊食事中に音楽を流したいと思いますので
CD等がありましたらお持ち下さい

台北国際大会についてお話していただ
きました。

【誕生月卓話】
【幹事報告】

国際奉仕委員会
委員長 高橋 宏一

副幹事 小久保 和子

高橋 宏一会員

私は先日8月2日の誕生日で、満76歳になり
ました。ロータリー歴も36年目に入りました。
私も今までいろいろ経験しましたが、昨年9月
9日未明の台風15号（房総半島台風）の被害は、
台風の被害としては今まで経験した中で最大
（最悪）でした。瞬間風速50ｍは倉庫の折板
の屋根や樋、屋根瓦を吹き飛ばし、庭木も約
20本倒しました。屋敷内の庭の景色が大きく
変わってしまいました。

◎日本のロータリー100周年記念切手が9月18日
に発売されます。（予約購入がお勧めです）
◎受贈週報・成田コスモポリタンRC
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私にとりましては、会社のお得意先の農家 仕事ですが、国の補助金が支給されることにな
のビニールハウスの倒壊の激しさが尋常では りましたので、補助金申請のために、写真の貼
なかったことです。ハウスの施設面だけでは 付、見積書（原状回復をした場合の見積書と新
なく、収穫を始めて間もない抑制トマトにも 設の見積書）、売買契約書、工事終了後には、
大きな被害を受け、収穫をあきらめざるを得 完工届け（引渡書）領収書等が必要で、書類の
なくなったハウスもあり、二重のショックを 作成は深夜まで及んだことが度々でした。施工
受けました。
を請け負うにもマンパワーの問題があります。
台風一過、店には大勢の農家がハウスの復 アルバイトを集めて請負っても、慣れないハウ
旧の相談に見えました。一昔前までは、ビ スの施工は無理です。私の息子が現場監督でや
ニールハウスは材料だけを納入すれば、農家 れる範囲ですから限られます。八街市、山武市
が自分で組み立てて建てるのが当たり前のこ での施工が多く、ほかに東金市（イチゴのハウ
とでした。ところが近年ビニールハウスは、 ス）、千葉市、佐倉市、富里市、それと酒々井
農家がよほど器用な農家でなければ農家自身 町にも1件ありました。山武市（担当農林水産
では建てられなくなってしまいました。それ 課）は非常に対応が良く、提出書類について丁
は褄面の入り口は多くが「観音開き」から 寧にわかりやすく説明してくれました。八街市
「引き戸」に変わりました。それも両開きで （担当農政課）については、件数は多かったの
す。これによって施工の正確さが要求されま ですが、農政課の職員の対応はいまいちで、逆
す。また肩の部分で換気をするハウスはほと に私共から山武の書類はこうなっているからと
んどなくなり、ハウスの側面でフィルムをパ 説明して、八街市もそれに合わせてもらう状況
イプで巻き上げる方式になりました。50ｍの が度々ありました。千葉市からは意味不明の書
ハウスが水平に巻き上げられる必要がありま 類の提出も求められました。八街市では補助金
す。そしてハウスの外側の被覆展張してある についての農家への説明会は開いているようで
フィルムは、多くはビニール（塩化ビニー すが、実際工事を施工する我々業者には、何度
ル）からＰＯ（ポリオレフィン）に変わりま もお願いしても説明会は開いてもらえませんで
した。それによって組み立てに使用する取り した。何十回となく農政課に出向いたり、千葉
付け金具類も大幅に増えて複雑になりました。 県庁農林部担い手支援課や生産振興課に電話で
使用パイプもφ19であったものが、今はほと 問い合わせたりしたこともありました。
んどがφ22に変わりました。そのようなこと
ハウスの復旧は、スイカの育苗に必要なハウ
でハウスは施工して売る、施工してあげなけ スは12月末まで、スイカの定植に間に合わせる
れば売れないという時代になっており、わが ためのハウスは2月末まで、トマトの定植に間
社では息子に社長を譲ってからは、基本的に に合わせるためのハウスは6月末までという期
はハウスは施工して販売するようになってお 限を目標にして施工を進めました。7月・8月の
りました。今回の台風で倒壊したハウスは 2か月間は猛暑のためハウスの施工は休みとし、
φ19の一昔前のパイプを使用したハウス、塩 様子をみて8月末からまたハウスの施工に取り
ビを展張したハウスが殆どでした。
掛かり、年内一杯はまだやり切れないほど溜
ハ ウ ス の 復 旧 の 仕 事 は 専 ら 私 の 息 子 の まっております。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 関 由美子
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