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第2626回 2021年12月1日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 伊藤 武雄
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【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 93.15%
11/17メークアップ3名・鎌形会員（理事会）
・西村清会員、綱島会員（ゴルフコンペ）

点

鐘

会長

斉

唱

君 が 代

◇奥様誕生日

◇結婚記念日 ・西村清会員
・西村頼子会員
・竹村信彦会員
・綱島清司会員

笹川 英一

【会長挨拶】
ソ ン グ
お 客 様

・井岡 哲也会員

会長 笹川 英一

四つのテスト
2019年12月4日「ペシャワール会」の
中村哲さんが凶弾に倒れました。いまだ
真相は解明されていません。中村さんは
1984年国境なき医師団の一員としてパキ
スタンの病院に赴任その後隣国アフガニ
スタンに活動の範囲を広げて用水路の建
設により砂漠を緑の大地に換え65万人が

並木 孝治様（東金RC）
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生まれ、ロータリーが開放的で参加を
促し、思いやりをもって世界のため大
きな目標を掲げる団体であることを実
証していく。個人として地域社会の一
員としてロータリーと共に何が出来る
か、あらゆる機会に伝え参加者の積極
的なかかわりを促して期待以上の経験
が出来るようにする。いかにして変わ
りゆく世界に迅速に適応するか、新し
い考えをロータリーの強化につなげ新
しいアイデアが持続可能な変化を生む
事が出来るように考え、多様な声を対
話に取り入れて運営していきたいと思
います。以上です。

自給自足の生活ができるようになりまし
た。中村さんの人道支援は35年間続きま
したがアフガニスタンの政変やコロナウ
イルスの影響で現在日本人スタッフはい
ませんが、現地の幹部メンバー12名が運
営委員会を結成「ペシャワール会」の活
動は継続しています。人が当たり前に自
幹事 小久保 和子
分の生まれた土地で生きていくのに必要 【理事会報告】
な人道支援は続けられています。ロータ
リーの理念にも共通しているのではない
でしょうか。ロータリーの世界的調査で
現状となりたいロータリーには大きな
ギャップがあり、もっと多くの人が参加
し、可能性を広げることを目指します。
そのために４つの事を優先します。イン
パクトを大きくする事。今の世界はイノ
ベーションやソリューションを必要とし ≪報告事項≫
ています。データを重視して社会に奉仕
するだけでなく結果をはかりもっと大き 1.会計報告
な成果を目指し活動を人々に伝えていく、 2.12月15日(水)インターアクト第53回指
参加者の基盤を広げる事で多くの人を迎 導者講習会(オンライン)13時〜16時30分
え入れ自分の成長をめざす人を新しい方 ホストクラブ 千葉経済大学附属高等学校
法で導いていく、適応力を高め自分の価 スポンサークラブ 新千葉RC
値観を守りながら変化の先を行く事で時 小澤青少年奉仕委員長Zoom参加
代をリードする。これからの事柄をクラ 小久保幹事会場参加
ブ活動計画として、より大きなインパク
トをもたらす奉仕プロジェクトから得ら 3.12月22日(水)クリスマス例会
ヒルトン成田 送迎バスあり
れるデータを効率的な方法で定義・測
定・記録・分析して次の行動に取り入れ
る。参加者基盤を広げるために会員だけ 4.2月17日(木)会員基盤向上セミナー
ビューホテル成田
でなく参加者や協力者として多くの人が
全員参加のため例会とする
ロータリーの仲間に生活そのものを続け
＊2月度例会
ていくことは大変なことです。この先、
2月 2日(水) 2月16日(水)
我々も少なからずこのような状態になる
2月17日(木)会員基盤セミナー
と思いますので、なればインパクトが
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≪審議事項≫

【誕生月卓話】

萬来 謙一会員

1.新年例会について 1月12日(水)
夜間例会 場所未定 会費 5,000円
【幹事報告】

幹事 小久保 和子

◎新春子ども会書初め展表彰式について
・今年度はコロナの関係で会長の出席は
なし
【年次総会】

職業奉仕の卓話ということでお話しし
たいと思います。
八街バイパスが出来るということで、
私のところも計画に入っていたのでガソ
リンスタンドを閉めることになり、あれ
から６年半が過ぎました。スタンドと別
のところに貯蔵タンクがありましたので、
今はそれを使ってタンクローリー２台で
灯油と軽油の配達だけをしています。
灯油のお客様はお風呂のボイラーのタ
ンクに給油するのと、冬場の暖房などで
石油ストーブ用に使われている灯油を、
お宅へ届けることが多いです。そのよう
な仕事の中で一番感じていることが、空
き家が増えているということです。私の
ところのお客様を見ても、お子様たちと
一緒に住んでいない家が多いし、ご夫婦
とも高齢になられてくると、お二人が元
気なうちは良いのですが、どちらかが病
気になったり、お亡くなりになったりす
ると、アッという間にその家は雨戸を締
めきった状態の空き家になってしまいま
す。
生活はというと車があって運転できる
うちは良いのですが、運転免許証を返納
されたりすると、買い物にも行けなくな
ると話されます。どうしているのと聞く
とリュックを背負って八街市のバスに
乗ってスーパーまで買い出しに行くとの
ことでした。近所のお店屋さんが無く
なってしまった今、買い物をすることの
大変さを感じます。また、配達している
と重い荷物を移動して欲しいとお願いさ
れることもあります。高齢化が進んで

会長エレクト 竹村 信彦

本日はクラブ細則第３条第１節３項
により、指名委員会で選考された理事
及び役員の候補者を発表致します。
役員候補者
会 長
会長エレクト
幹 事
副会長
会 計
ＳＡＡ
直前会長

竹村信彦会員
小久保和子会員
川崎尭信会員
川崎尭信会員
井岡哲也会員
綱島清司会員
笹川英一会員

理事候補者
萬来謙一会員（広報・公共イメージ
向上委員長）

鈴木慶夫会員 （職業奉仕委員長）
伊藤嘉一会員 （社会奉仕委員長）
高橋宏一会員 （国際奉仕委員長）
小澤孝延会員（青少年奉仕委員長）
林 政男会員（親睦・プログラム委員長）
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生活そのものを続けていくことは大変な
ことです。この先、我々も少なからずこ
のような状態になると思いますので、今
から考えていく必要があると感じていま
す。
私は仕事を通じて、そのような人たち
に寒い冬の間灯油を届けることで生活の
お手伝いができれば良いと思っています。
これも職業奉仕の一つであると考えてい
ます。八街の祭りが終わると、暖房用の
灯油の配達が忙しくなります。来年の桜
が咲く頃まで、頑張って仕事をしたいと
思います。
【誕生月卓話】

小澤 孝延会員

11月2日で49才となりました。
本日は、卓話の機会をいただきありがと
うございます。
クルマdeピアノプロジェクトの紹介を
させていただきます。
7年前から千葉県が実施している千葉
起業家応援事業の一環で、県内各市町村
でちば起業家交流会を開催し、地域の起
業を目指す方、起業後間もない方の応援
を通じて、地域の活性化を目指す取り組
みを八街市においても取り組んできまし
た。
2019年10月にドギーズアイランドを会場
に開催をしました。当時中学一年生だっ
た、女の子二人組が「ストリートピアノ
でつなぐ笑顔の和」と題して、ストリー
トピアノを八街駅等に設置して、

八街市のことを多くの人に知ってもらい
たい。そして笑顔の和を広げたい。とプ
レゼンテーションをしました。
何と！？並みいる大人たちをさておき、
八街市で見事優勝し、その後幕張メッセ
で開催された大交流会において、協賛企
業賞を受賞することとなりました。
起業家を応援する事業なので、中学生の
参加はこの二人のみでした。
その後、この夢の実現に向けて寄付し
ていただいた、アップライトのピアノを
八街中学校美術部の生徒たちにデザイン
とペイントを依頼し、2020年2月に完成
しました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の
世界的拡大と、八街駅設置についてはス
ペースや安全上の問題から設置には至っ
ていません。
一時期、八街駅前のすずらん通りにあ
る写真屋さんの軒先に期間限定で設置し
ていただきました。
そこには多くの方が、市内外より演奏に
来ていただいたと聞いています。
しかし、常設できる場所を確保する問題
は依然解決されないまま、そこで中学生
は考えました。
通常は、ストリートピアノはどこかに
設置され、皆がそこに弾きに行くことに
なりますが、車に搭載することにより何
時でも何処にでも異動することができま
す。また、足の不自由な方や障害がある
方、小さなお子さんも弾けるように車い
す用のリフトも装着します。
クラウドファンディングという仕組み
を活用して、夢の実現に向け活動中です。
子たちが夢を語れ、それを大人たちが応
援し、実現していく地域社会の実現に向
けて、ご賛同いただけましたらプロジェ
クトの拡散とお力添えをお願いいたしま
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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