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【会長挨拶】

会長 笹川 英一

修正
出席率％

2

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 90.74%
8/4メークアップ2名・鎌形会員、木村会員（理事会）

こんにちは、今日は堀口ガバナー補佐がお
見えになっています。後ほどご挨拶いただき
点

鐘

会長

ます。よろしくお願いします。新型コロナウ

笹川 英一

イルス新規感染者も激減して徐々に以前の日

ソ ン グ

手に手つないで

常に戻りつつあるように感じています。今月

お 客 様

第2790地区第10グループ
2021-22年度ガバナー補佐
堀口 路加様（成田RC）

３１日に開催される地区大会は本来第２７９
０地区最大のイベントではありますが、今回
１クラブの参加は会長・幹事の２名限定にな
り、当日YouTubeにて同時配信されます。世界

【ニコニコボックス】

的建築家の安藤忠雄氏の記念講演もあります
ので是非ご覧になってください 。感染症が

◇結婚記念日 ・生形 健一会員
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広まる以前の話ですが、自分は年に1、2度フ

【幹事報告】

幹事 小久保 和子

ラリと一人旅を楽しんでいました。その時知
り合いになった人たちが意外と身近に感じる
ことがありました。九州大分から阿蘇に向か
う途中の由布岳の登山口で会った同年代の男
性は八街に大学の同級生がいて毎年おいしい
ピーナツを送ってくれると、送り主の名前を
聞いたところ福田守さんのすぐ近所の方とわ

かり、たぶんフクヤのピーナツが届いている

◎第10グループ親睦ゴルフコンペのご案内
日時：2021年11月25日(木）8時集合
場所：千葉バーディクラブ
参加費：3,000円
プレー費：20,000円
クラブ負担金：30,000円

のではないかと思います。それから長野市内
の繁華街から少し離れた寿司屋のカウンター
で上下デニムのちょっぴりヤンキー風の８０
歳くらいの方が、２０歳ころ付き合っていた

◎10月27日(水）移動例会について
会場：寶金剛寺（ホウコンゴウジ）
住所：佐倉市直弥38-1
電話：043-498-2515
時間：12時30分点鐘

彼女の実家が八日市場にありそちらまで挨拶
に行ったりして子供まで出来たが結局別れて
しまった。そんなこともあったが最近ひ孫が

生まれたと喜んでいました。またそのような
＊乗り合わせの方
11時50分商工会議所集合
＊直行の方
12時20分現地にお越し下さい

旅や親睦会が楽しくできるようになってほし
いものです。ちなみに２０１９年令和元年の
今日ラグビーワールドカップ日本大会１次
リーグ最終戦で日本が強豪のスコットランド
に勝ち９回目の出場でベスト８進出を決めま
した。日本は１次リーグ４戦全勝でグループA

八街ロータリークラブ 11月 例会スケジュール

の１位となりティアワンと呼ばれる世界の強
11月 3日(水）

休

勝するのは日本が初めてでした。自分もその

11月10日(水）

八街幹部交番所長来訪

大会で優勝した南アフリカやイタリアの予選

11月17日(水）

通常例会

11月24日(水）

通常例会

豪１０チーム以外のチームが１次リーグを全

リーグの試合を観戦出来て会場の雰囲気を十
分味わってきました。
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会

【卓

話】

第10グループガバナー補佐
堀口 路加様（成田RC）

ロータリークラブとなるためにどうしても必
要なものです。どうぞよろしくお願いします。
8月7日と9月18日にガバナー補佐会議があり、
皆さんにお伝えしておくことがいくつかあり
ますので少しお時間をいただいてそのことを
お伝えしたく存じます。

①2021-22年度地区リーダーシッププラン
（DLP）の公表について
②10月24日世界ポリオデー祈願プロジェクト
国際ロータリー第2790地区第10グループ 2021-

のその後と第10グループへの依頼事項

22年度ガバナー補佐を仰せつかっております成

③地区大会について（クラブからの参加者は

田ロータリークラブの堀口路加です。

会長・幹事のみに変更、その他会員は

すでに第10グループでは成田ロータリークラブ

YouTubeによる視聴が可、プログラムの変更、

と成田コスモポリタンロータリークラブを除く4

地区大会決議案：ガバナー事務所からクラブ

つのクラブはガバナー公式訪問を終えています

オールでメール配信済み）

が、その直後からコロナ感染者拡大による緊急

④地区情報研究会11月11日（木）の開催と出

事態宣言となり、第10グループ内のクラブはど

席者について

こも休会されていたようです。そういうことか

⑤職業分類データベース化における情報提供

らすると2021−22年度はどこもこれからというこ

依頼について（地区フェローシップ委員会）

とになるのでしょうか。

⑥ガバナー補佐の選出方法について及び地区

先行きが不透明な中、何を指針としてクラブ運

グループ再編会議報告

営をしていくかが問われるところです。コロナ

昨年度からの課題でもありますガバナー補佐

禍の前と今とは地域の状況も変化していること

の選出の件ですが、DLPにガバナー補佐の資

もあるでしょうし、コロナ前に隠れていた弱さ、

格要件、職務が明記されたことで、グループ

例えば貧困問題や格差拡大などコロナ禍を通し

内での選出方法や順番はグループが主導でガ

て露呈してきていることもあって、そこに地域

バナー補佐候補者を推薦する方向性が整理さ

のニーズやロータリーが差し伸べるべき奉仕課

れました。現在2022-23年度のガバナー補佐

題があるのではないかと考えます。そのような

（成田コスモポリタンRC）まで決まっていま

視点で今ある長期計画を戦略計画という視点で

すので、その後どのように選出するかを会長

再構築いただき、さらなる奉仕活動の推進と会

幹事会において案を提示させていただきまし

員増強をお願いしたいところです。クラブの戦

た。過去8年間のガバナー補佐の選出状況を

略的視点、これはご承知のとおり、元気なクラ

見ると成田RCと成田コスモポリタンRCから2

ブになり、元気なクラブであり続け、地域に存

回、他のクラブは1回ずつ選出されています。

在感を発揮し、地元経営者が入会したい
3

2023-24年度以降も第10グループは6クラブで

ブロックの代表（長）のような立場を作るこ

の構成が続くようですので、クラブの人数規

とはないそうで、その点ではSRFとは直接につ

模を勘案して成田RCと成田コスモポリタンRC

ながるものではありません。A案とB案をクラ

からは8年で一巡するサイクルに2度、他のク

ブにおいて情報共有していただき、ご意見が

ラブは1度ずつガバナー補佐を選出することを

あれば出してほしいとのことです。テスト的

基本に2023-24年度は白井RC、2024-25年度は

にこのブロックごとにガバナー補佐を集めた

富里R C（寒郡ガバナー年度）、2025-26年度

会合を今年度中に持つようなことも計画され

は成田RC、2026-27年度は成田コスモポリタン

ているようです。

RC、2027-28年度は八街RC、2028-29年度は印

梶原年度も出だしからコロナ禍に影響され、

西RC、2029-30年度は成田RC、2030-31年度は

地区の活動も当初計画の通りには進まないの

成田コスモポリタンRCという順番で一巡する

が現状です。こうした中国際ロータリーも大

ことを基本にする案をご了解いただいたとこ

きく変化していこうとしているようです。社

ろです。

会全体を鳥瞰図的に捉えつつ、梶原年度以降

前年度のグループ再編案は一旦白紙になりま

ロータリーがどこに進んでいくのかという見

したが、現在地区グループ再編については

方がそれぞれに必要なのではないかと感じま

2023−24（鵜沢ガバナー年度）から実施の予定

す。次回は12月の訪問を予定していますが、

で、今年の年末までには決定し、速やかに

戦略計画の立案が進んでいることを願ってい

2023-24年度のガバナー補佐の選出に動き出す

ます。

とのことです。

どうぞよろしくお願いします。

今進んでいるグループ再編会議は鵜沢ガバ

ナーノミニーが議長となって進んでいて、A案
とB案の2案が示されています。両案とも従来

【誕生月卓話】

伊藤 嘉一会員

のグループの壁は維持しつつ4つのブロックに
分ける案となっています。これは鵜沢ガバ
ナーノミニーが諸岡ガバナー年度にガバナー
補佐を務めた経験から、ガバナー補佐同士の
横のつながりを強くする必要があるという実
感をお持ちのようで、14人のガバナー補佐を

集めた会議を隔月に、同じブロックのガバ
ナー補佐の集まりを毎月開き、そこにガバ

～八十二歳の誕生日を迎えて～

ナー（或いはガバナーエレクト、パストガバ

満82歳の誕生日をお祝頂き誠に有難うござ

ナー）が参加してガバナーの考えを共有し、

いました。昔の偉人が詠んだ漢詩のなかでは、

グループ内クラブにいかに浸透させるかを話

人生五十功無きを羞ずとか自戒の文言が良く

し合うようにしたいとのことです。

出ていますが、私も人生八十功もありません
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が、周囲の方々のお力を頂きながら、平均寿命

わけで母の実家が新潟でしたのでそこに疎開

を超えた今日まで大過なく活かさせて頂いたこ

を致しました。軍服工場を退いた父にすぐさ

とに感謝を申し上げます。

ま追っかけて召集令状が届きました。しかし
出征のため父が東京駅に着いた時終戦となっ

毎年8月の例会では故伊藤及也さん、伊藤謙
三さん達が終戦記念日に因んで戦時中のお話を

たので戦場へは行くことはありませんでした。

して頂いておりました。今でも懐かしく思い出

その後父の実家に引き上げてきて、日向村
の日向小学校木原分教場に戦後初めての国民

されます。
西暦1939年8月21日が私の誕生日です。紀元

学校一年生として入学をいたしました。翌年

2599年であります。翌年が紀元で言いますと

現在の場所に新宅をさせて頂き実住小学校に

2600年のお祝の年でした。国民歌「紀元2600

転校を致しました。４年生のときでしたが、

年」がそのお祝の為に作詞作曲され、その後子

当時は食糧難で子ども達のお弁当も大変でし

ども心に意味もわからず軍歌と一緒に歌ってい

た。全員がお弁当を包んできた新聞紙で食べ

た事が思い出されます。そのようなわけで私も

る時その弁当を隠しながらたべていました。

戦争中の一部を体験しております。その当時東

そんな時担任の先生が明日のお弁当は日の丸

京から引っ越して現在の市役所入口の宮本商店

弁当にしなさいといわれたのです。全員が弁

さんの貸家（現在ガソリンスタンド）に間借り

当をかくしながら食べないようにと考えた事

をしておりました。現在の市役所は大きな松林

と思いますが、母がご飯窯の中で上に浮いた

でした。日本の飛行機がその松林に墜落をした

サツマイモや麦を除いて底の方からなるべく

り、戦争のさなかでは西の方角は毎日戦火で夕

白いごはんが多いように作ってくれている母

焼けのように真っ赤でした。九十九里浜にアメ

の弁当を有り難く思いました。

リカ軍が上陸してくると言うことで竹やり訓練

その弁当持参の日、ある裕福な友達が弁当

や、今思えば子供だましのようでしたが真剣に

の底に隠した「のりやデンブ」が入っていた

訓練が行われていたのかと思います。後の話で

のが発覚して先生にひどく叱られていた時何

すが各家庭では覚悟の時の為に青酸カリを備え

故か痛快な気持ちが今も脳裏に焼き付いてお

ていたと聞きました。父は軍服工場の工場長を

ります。彼が日頃威張っていたからです。そ

しておりましたため召集令状は受けておりませ

れでも子ども達は卑屈にならずにたくましく

んでしたが、飛行場が近くにあることで敵機の

育ってきたと思います。些細な出来事でした

襲来をうけておりました。グラマンという戦闘

が変なことを覚えているものだなと思います。

機で雲のような大群で飛来しその何機かが急に

その時は本当は子どもの責任ではないのにと

下降して艦砲射撃を繰り返し上空に上がってゆ

はおもいませんでした。
話が変わりますが、私も昨年会社の代表を

く姿を何度もみせられました。
実際に雪がつもっている時は白い服をまと

息子にゆだねました。今期の提案が職業奉仕

うように通達されたり、艦砲射撃を受けて何人

委員会からの提案で職業について話をしなさ

もの方が命を落としたそうです。そのような

いと言う事でしたので、私が昭和54年
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先月元会員の深澤良平さんがご他界されま

ロータリークラブに入会をしてから10年目で

した。平成元年八街営業所を開設した年です。 した。八街ロータリークラブ入会が私と同期で
是はロータリーの4つのテストを参考にした

ありました。昭和6年生まれ満90歳の長寿を全

ものでした。社訓を作りました。

うされました。改めてご冥福をお祈りいたしま
す。

1つ・社会の為になっているかどうか、

最後になりましたが、先週会長からご案内

2つ・会社の為になっているかどうか、

がありましたガバナーノミニー・デグジネート

3つ・自分の為になっているかどうか、

に御推挙いただきました寒郡茂樹氏はご存知の
かたもあると思いますが、私の甥であります。
その節はどうぞよろしくお願い致します。

この3つはどれが欠けても長続しません、
但しこの順序を誤らないように心がける事こ

のような社訓です。異論のある方もあるかも
しれませんが。
今渋沢栄一を主人公にしたNHK大河ドラマ

【社会奉仕委員会】

「晴天を衝け」が放映されています。日本の
株式会社の創始者とも言われ600もの会社の
設立に関与されたといわれております。その
中で1916年に発刊されたと言われる「論語と
算盤」という本が今急に人気の的となってい

るそうですが、ロータリークラブをポールハ
リスが提唱されたのが1905年ですから、その
10年後くらいにこの本が発刊されたとういう
事は、その時期已に渋沢栄一は、倫理道徳と
経済商売の場合によって間逆になることを看
破され提唱されていたと言う事だったのかと
今更ながら考え深い事だと言えます。銀行の
元を築いた渋沢栄一、1920年に日本初の東京

ＲＣの開設した当時三井信託銀行の代表で
あった米山梅吉翁の懸りあい等も調べてみた
いと思います。

飲酒運転根絶ポスターの作成に
参加しました。（50,000円の賛助金）

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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