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RI会長：シェカール・メータ
Calcutta-Mahanagar RC （インド）

会長 笹川 英一 ・ 会長エレクト 竹村 信彦 ・ 副会長 小久保 和子 ・ 幹事 小久保 和子

第2620回 2021年8月4日例会報告

【出席報告】
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91.30

【ニコニコボックス】

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 90.32%
7/28メークアップ1名・鎌形会員（理事会)

◇本人誕生日 ・小川嘉一会員 ・笹川英一会員
・小久保和子会員
◇奥様誕生日 ・伊藤武雄会員 ・鎌形芳法会員

点

鐘

会長

笹川 英一

斉

唱

君 が 代

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

ソ ン グ

四つのテスト

◇復活祝

お 客 様

並木 孝治様（東金RC）
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西村 清会員

【会長挨拶】

会長 笹川 英一

立って加速してきたワクチン接種の普及が一因
ではあるだろう、コロナ対策で批判ばかり浴び
てきた元首相も表情が明るくなり「ワクチン接
種があと一か月早く進んでいれば」と想像せず
にはいられません。緊急事態宣言が解除になり
一斉に活動再開、スタートした今この後どう
なっていくのか予測もつきませんが、再びリア
ルな例会が中止せざるを得なくなった状態の事

どうも、皆さんお久しぶりです。お元気でし

も考えて、会員相互のコミュニケーションを続

たか？８月４日の第一例会ガバナー公式訪問

行出来る手段、方法を考えていきたいと思って

以来の例会となります。まるまる２か月間の

います。ガバナー月信１０月号にガバナーノミ

軟禁状態ともいえる中で体調を崩した方もい

ニー・デグジネートが富里クラブの寒郡茂樹さ

らっしゃると思います、

んに決定の発表がありました。富里クラブとは

対面状態での会議、会合、会食などは皆無

これまで親密な関係を築いており当クラブとし

でした。その間にも東京オリンピック、パラ

ても大変喜ばしいことで大いに盛り上げ応援し

リンピックなどのイベントが開催され、国家

ていきたいと思います。先日ノーベル物理学賞

元首の交代などもありました。先日読売新聞

の発表がありましたが、２０１０年(平成２２

の編集手帳に次のような記事がありましたの

年)ノーベル化学賞の受賞者に二人の日本人、

で紹介させていただきます。「君の願いをか

北海道大学名誉教授鈴木明さん、アメリカパ

なえてあげよう」神様に言われた菅首相が新

リュー大学根岸英一さんが２種類の有機化合物

型コロナウイルスの終息を頼むと、神様は

を結合させる新しい化学反応の手法を発見し医

「それは無理だ」と断る。「では、次の総裁

薬品など幅広い分野に貢献したことが評価され

選挙で圧勝させてください」と首相はお願い

ました。以上です。

しました。神様の答えは「う～ん、コロナの
方をやってみよう」これは第４波の最中だっ
た５月に出版された名越健朗著の「ジョーク
八街RC 10月 例会スケジュール

で読む世界裏事情」から引いたもので、神様
の思し召しがあったのだろうか、首相が退陣

10月13日(水）

堀口ガバナー補佐来訪

10月20日(水）

休 会

10月27日(水）

移動例会（佐倉寶金剛寺）
12時会議所集合

の意向を表明したのち、コロナの新規感染者
が激減しました。繁華街の人流はそれほど
減ってはおらず何が決定的な理由かよくわか
らないと言います。政府分科会を仕切る尾身
茂会長は今後の見通しについて「神のみぞ知
る」と答えています。菅前首相が先頭に
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【理事会報告】

2.職業分類データ化における情報提供依頼に
ついて (フェローシップ委員会)
＊ホテル等の宿泊業

幹事 小久保 和子

3.ゴルフコンペ 11月25日(木) 八街RC主催
＊会場 千葉バーディクラブ
4.地区委員の交通費等について
＊各委員会等参加と同様にする

5.移動例会 10月27日(水)
寶金剛寺(ホウコンゴウジ)佐倉市和田
（前年度からの案件）
＊12時八街商工会議所集合 乗り合わせ
弁当・お茶持込 寺にて昼食

≪報告事項≫
1会長・幹事会 9月30日(木)Zoomにて開催
・2021−22年度地区リーダーシッププラン
(DLP)の公表について
＊地区ホームページで公表 各自

・世界ポリオデー祈願プロジェクトのその後と 【幹事報告】
幹事 小久保 和子
第10グループへの依頼事項
＊八街RCからは参加なし
◎地区大会決議(案)郵便投票のお願い
・地区大会について
(クラブからの参加者数の変更とプログラム
の変更、YouTubeにて同時開催)
＊会長・幹事のみ参加

◎佐賀・長崎豪雨災害支援金について
第2790地区より100万円の支援金を
拠出しました。

・ガバナー補佐の選出方法について
＊従来通り

◎第2790地区ロータリー財団学友50周年記念
行事のご案内
日時：2021年11月6日(土）14時40分～
場所：成田ビューホテル（オンラインあり）

・地区グループ再編会議報告
＊従来通り
2.堀口ガバナー補佐来訪
地区大会前の確認事項

◎ガバナーノミニー・デグジネートの決定
2024-25年度ガバナー候補
富里RC 寒郡茂樹会員

10月13日(水)

◎「ロータリーの未来を考える」をテーマ
とした卓話実施のお知らせ

3.次回会長・幹事会 11月18日(木)
印西RC当番
＊笹川会長、小久保幹事出席

◎赤い羽根共同募金のお願い
1人1000円（500円のクオカード進呈）
八街市社会福祉協議会

4.飲酒運転撲滅キャンペーンポスター
(社会奉仕委員会)
＊本日配布する
≪審議事項≫
1.地区大会情報研究会 11月11日(木)の開催と
出席者について
会場 ANAクラウンホテル成田
＊参加予定者(会長・幹事・綱島会員
・鈴木会員・井岡会員・福田博隆会員)

◎地域ぐるみ福祉推進標語ポスターの
審査結果について
＊当クラブより50,000円の助成金
◎成田RC60周年記念式典のお礼状
◎米山梅吉記念館より賛助会入会のお願い
◎ブラッシュアップセミナーのお知らせ
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◎世界ポリオデ―・祈願プロジェクト
日時：2021年10月24日(日）11時より
場所：成田山新勝寺本堂
募金活動：12時30分より総門前広場にて

委員長を拝命いたしました。私なりに精一杯会
員増強に努めるつもりですが、皆様のご協力を
お願い致します。
緊急事態宣言中、東京2020オリンピック・パ
ラリンピックが開催され、八街市出身の植草歩
選手がオリンピック空手女子組手に、同じく里
見紗李奈選手がパラリンピック車いすバトミン
トン女子にそれぞれ出場されました。年度初め
より暗いニュースの多かった八街市にとっては
久々に嬉しいニュースでした。植草選手はオリ
ンピックが1年遅れたせいもあり、ピークを過
ぎた感があり、メダルには届きませんでしたが、
里見選手はシングルスとダブルスで2つの金メ
ダルを獲得しました。嬉しく誇らしい限りです。
商売の話をということでしたので、落花生の
◎会員増強アンケートのお願い
話は何度かしておりますが少しさせていただき
ます。私は落花生販売をしておりますが。八街
◎受贈・・・＊千葉黎明高校より学校報
市で落花生を扱った商売をすることは大変有難
＊米山梅吉記念館より館報
いことだと思っております。八街の落花生は全
＊2020-21年度地区大会報告書
国的にも有名です。「八街と言えば落花生、落
花生と言えば八街」と言われ、その点有利販売
させてもらっております。
落花生の最終消費は約10万トン有りますが、
【誕生月卓話】
福田 守会員
それは昭和の時代から現在まであまり変わりま
皆さんお久しぶりです。緊急事態宣言が解 せん。昭和30～40年代はその10万トンが国内、
除され、約2か月ぶりの例会で卓話の機会をい 特に千葉、茨城を中心とした関東圏にありまし
ただきましてありがとうございます。私は7月 た。現在国内産の生産量は12,300トンでその他
生まれなので、誕生月がロータリーの新年度 は中国産を中心とした輸入品です。特に製品輸
の始まりになります。7月に誕生月卓話という 入が増えております。昭和の頃の八街の落花生
ことでお願いされておりましたが今になって 業は、産地の原料問屋ということで、落花生を
しまいました。7月より２０２1～２2年度、笹 剥いて、粒を揃えて、選別して、生のまま麻袋
川会長、小久保幹事年度のはじまっておりま で全国に発送しておりました。その当時は発送
す。大変おめでとうございます。一年間宜し する貨車の取り合いだったと聞いております。
くお願い申し上げます。
現在では、少なくなった落花生を、加工して、
八街クラブは、昨年度5名の退会者を出し、 小袋に入れたものを業者に卸すとか、小売りす
銀行の支店長の交代を除けば、入会者は1名、 るとかと業態が変わってきております。いずれ
現有25名の、伝統ある八街クラブとしては にせよ八街の落花生を愛してくれる消費者がい
ちょっと寂しい会員数になってしまいました。 る限り、より良い商品を販売し、八街の名声を
本 年 度 私 は 会 員 増 強 ・ 退 会 防 止 委 員 会 の 汚さぬよう頑張りたいと思っております。

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 川崎 尭信
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