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会長

皆さんご無沙汰しております。コロナ禍での
日常生活、如何お過ごしでしょうか。2か月ぶ
りの例会となります。皆さんとお会いできない
間に、季節も変わり、桜も見ごろになって参り
ました。時の過ぎるのが早く感じられます。
さて、本日は、お客様として、八街市国際交流
協会の吉田会長がお見えになっております。立
ち上げに関しての経緯や趣旨についてお話をし
て頂けるとのことです。宜しくお願い致します。
コロナ禍でロータリー活動にも変化が求められ
ております。2度目の緊急事態宣言が延長され、
3月7日までの外出自粛、飲食店の営業時間短
縮要請があり、感染者数も激減し、一定の効果、
成果が現れたかに見えましたが、その後の感染
者数が下げ止まり、今回、緊急事態宣言が2週
間再延長されることになりました。3月10日よ
り例会が再開され通常例会となる予定でしたが
17日までの休会となりました。10日の理事会
は 、 竹村 幹事 の お計 らい でリ モー トに よる
ZOOM開催となりました。3名の方が参加して

木村 利晴

ソ ン グ

君が代、四つのテスト

お 客 様

八街市国際交流協会
会長 吉田 昌弘様

会

JA千葉みらい（八街市）

場

【会長挨拶】

【ニコニコボックス】
≪2月≫
◇本人誕生日・竹村信彦会員
◇奥様誕生日・大野眞里会員・荒木由光会員
◇結婚記念日・鈴木慶夫会員
≪3月≫
◇本人誕生日・大野眞里会員・生形健一会員
◇奥様誕生日・福田 守会員
◇結婚記念日・大野眞里会員・木村利晴会員
・笹川英一会員・川崎尭信会員
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頂きました。初めての試みでしたが、ご参加
有難うございました。臨機応変にご対応下さ
いました竹村幹事に改めて感謝申し上げます。
コロナ禍で仕事のやり方、会議の仕方が変
わってきております。私たちも、これはダメ、
あれはダメと拒まず、現状を受け止め、柔軟
な思考で対応していくことが求められており
ます。まずは、やってみる。未知への挑戦を
みんなでしていきましょう。時は待っていて
くれません。時代に乗り遅れないよう楽しく
チャレンジし、乗り越えていきましょう。
さて、ロータリー特別月間ですが、2月は1度
も八街クラブでは例会を開催されませんでし
たのでご紹介できませんでしたが、平和と紛
争予防/紛争解決月間でした。2014年10月RI
理事会は、2月を重点分野：「平和と紛争予
防/紛争解決月間」とした。紛争予防と仲裁
に関する、若者（将来にリーダーになること
が望まれる人）を対象とした研修の実施、紛
争地域における平和構築の支援、平和と紛争
予防/紛争解決に関連した仕事に従事するこ
とを目指す専門職業人の為の奨学金支援を強
調する月間である。としております。また、
1905年2月23日はロータリー創立記念日であ
ります。
ロータリーの創始者ポール・ハリスが、
友人3人と最初に会合をもった日であり、こ
の2月23日を祝う創立記念日は、「世界理解
と平和の日」として順守されている。この日、
各クラブは、国際理解、友情、平和へのロー
タリーの献身を特に認め、強調しなければな
らない。とされております。
今月、3月は、水と衛生月間となっており
ます。2014年10月RI理事会は、3月を重点分
野：「水と衛生月間」とした。地域社会にお
ける安全な水の公平な提供、衛生設備や衛生
状況の改善、持続可能な水設備と衛生設備の
設置、資金調達、維持管理を地域住民が行っ
ていくための能力向上、安全な水と衛生の重
要性について、地域住民の認識を高めるため
のプログラム支援、水と衛生に関した仕事に
従事することを目指す専門職業人を強調する
月間である。とされております。
ナイジェリアのカドウナにある村人たち
は、ロータリーと世界ポリオ根絶推進活動の
パートナー団体からの支援で設置された太陽
電池式の井戸の水供給システムを使用してい
ます。安全な水を得られるようになったこれ
らの地域では、疾病罹患率が減少し、生活の
質が高まりました。とのことです。この様な
事から、私たちの活動の目的、ロータリーの
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一員であることの意義を見出すうえでのヒント
になると思います。未だ連日の様に感染者が出
ており、収束の兆しが見えておりませんが、政
府と一都三県が連携し、今後、再び緊急事態宣
言が発令されないよう予防対策を徹底して頂き
まして、当たり前の生活を、当たり前に過ごせ
るような日常が戻ってくること、さらに、ロー
タリー活動が従来通り再開されます事を切に
願っております。
最後になりますが、ロータリアンの皆さま
と多くの人びとが、笑顔で過ごせます様ご祈念
申し上げ会長挨拶と致します。

【理事会報告】

幹事 竹村 信彦

≪報告事項≫
1.台北国際大会、現地開催中止となり
バーチャル大会として開催
2.第4回会長幹事会報告
①ＩＭ 3月3日を延期
開催予定日は5月26日(水)成田ビューホテル
②次年度ガバナー公式訪問は八街RC単独で
8月4日の午前10時から
③各クラブ緊急事態宣言中の例会は休会
もしくはＷＥＢ開催
3.次年度の地区グループ再編は見送り、
2年延期となる
ガバナー補佐は決定済みの9名＋選定中5名
（現行の14グループに戻るため不在のグループ
から各1名を選定）
4.3月24日は通常例会、31日は休会
5.3月10日にWEBテスト理事会をZOOMにて
実施した（参加者は笹川、高橋、竹村）

≪審議事項≫
1.今後の例会について
・緊急事態宣言発出中は休会
・当面、ロータリーソング等は清聴
・食事は黙食で行う

◎八街市社会福祉協議会特別会費の
ご協力お願いについて
10口（10,000円）
◎千葉黎明高等学校入学式について
新型コロナウィルス等の感染防止から、
入学生、保護者、教職員、学園役員で
執り行うことにまりました。

2.WEB例会については、問題点を抽出して
実施検討を進める
3.55周年記念例会は、状況を見極めできる
ようになった時点で夜間例会として開催
したい

◎受贈週報等
・成田RC ・印西RC

4.5月の親睦旅行は、中止して通常例会とす
るか、感染者の少ない県内南部へのバス旅
行とするなどを検討

八街RC 4月例会スケジュール

5.5月17日(月)地区大会記念ゴルフ大会に
当クラブから2名の参加者選出
本日希望者を募る 木村会長、生形会員

【幹事報告】

・千葉黎明高校

4月 7日(水）

理事会・通常例会

4月14日(水）

通常例会

4月21日(水）

通常例会

4月28日(水）

休

会

幹事 竹村 信彦

◎地区大会のお知らせ
日時：2021年5月9日(日)13時点鐘
会場：アパ東京ベイ幕張
・参加は会長幹事のみ
・会員はオンラインで観覧

【R財団寄付表彰】

◎地区大会記念ゴルフ大会要項
日時：2021年5月17日(月)午前6時45分受付
場所：鶴舞カントリー倶楽部
＊各クラブ2名まで
（木村会長、生形会員参加）
◎会長エレクト研修セミナーのお知らせ
日時：2021年3月27日(土）動画配信

◎RLIパートⅠ開催のお知らせ
日時：2021年4月3日(土)10時10分開会
会場：千葉市民会館
◎地区研修・協議会開催のお知らせ
日時：2021年4月25日(日)13時点鐘
会場：アパ東京ベイ幕張
(笹川会員、小久保会員、生形会員参加）

マルチプル・ポールハリス・フェロー
第4回目 槍木 勝典会員
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【卓

話】

八街市国際交流協会
会長 吉田 昌弘様

2.国際交流協会の設立に向けて
八街市内には、2,800人程の外国人が居住
しており、年々増加しています。また、言語

や文化、生活様式の違いなどから日本人市民
とのトラブルの発生や外国人に対しての不信
感などの声が寄せられています。このような
状況の中で外国人に対応した窓口の開設や日
本語教室、国際理解講座などの開催、また、
外国人との交流機会の拡大等が求められてい

―趣意書―

ます。

1.これまでの国際交流
八街市における国際交流は、古くは昭和50年
代にミクロネシア連邦のポナペ島の子供達の来

町、また、同連邦パラオ島と八街町（当時）の
子供達の相互訪問、トラック諸島ちびっこ親善
大使来町、ポナペ島ちびっこ親善大使来町、北
マリアナ諸島ちびっこ親善大使来町などがあり、
熱心に交流が行われていましたが、その後、こ
れらの国際交流事業は下火になっていきました。
平成4年4月に市制が施工されますが、平成3年
頃から中国山東省濰坊市との交流が開始してい
ます。平成3年12月に千葉県八街日中友好協会
が設立され、八街日中友好協会を中心に相互訪
問など濰坊市との交流が行われてきました。平
成13年4月には、八街市と濰坊市間で文化交流
を中心とした「友好協力関係を築くための覚
書」が締結されています。昨年来のコロナ禍に
あっては、濰坊市から八街市にマスクの支援が

あったところです。
また、これまでに市民レベルでの交流も行わ

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、2020年東京オリンピック・パラリン
ピックの開催は延期され、本年7月に開催が
予定されています。社会的にも国際化の機運

が高まる中で、八街市民の国際化についての
理解と関心を高めていく必要性があります。
このようなことから、令和2年7月に本市に
おける「国際交流協会」の立ち上げを目指し、

八街市との協議を開始しました。また、12月
には市民理解を深める意味から「国際交流協
会」設立に向けての第1回「国際理解講座」
を開催し 、本日は第2回目の 「国際理解講

座」を開催したところです。
「八街市国際交流協会」は、国籍を問わず
多くの人達との交流を通じて、相互の理解と
友好親善を深めるとともに、国際性豊かな人
材の育成と多文化共生の社会を実現し地域社
会の発展及び世界平和に寄与することを目的
として設立するものであります。

れてきており、民間団体における台湾高雄市と
の交流や野球を通じてのフィリピンの子ども達

との交流などが行われています。

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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