国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

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

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

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

八街RCクリスマス例会
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ヒルトン成田にて

第2627回 2021年12月15日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 林 政男
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会長

笹川 英一

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

横浜市議会議員
梶村 充様
秘書 伊藤様

【会長挨拶】

会長 笹川 英一

最近子供たちの話題の中心は１８歳以
下の給付が全部現金なのか、半分クーポ
ンなのか、どちらにしても嬉しいクリス
マスになるか、お年玉になる事でしょう。
２０２１年RI決議審議会決定報告書に
ついてお話しします。去る１０月１５日
～１１月１日にオンラインの形で
世界各国より３６件の決議案の提出、
１６件が採択されました。RI理事会への
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推奨が１４件、ロータリー財団管理委
員会へ２件でした。第２６８０地区柏
原ロータリークラブより例会はクラブ
発展に不可欠であり出席する価値ある
会合でなければクラブの魅力を失って
しまう。クラブ例会を重視して強化し
て行く、会員間の親睦があってこそ魅
力も高まりお互いを気遣い奉仕活動力
への献身度に反映される。直接対面式
の会合の方が自然と活気も高く新しい
アイデアを受け入れやすく、難しい問
題やニュアンスが重要な議論もできる。
改めてクラブ例会を重視し毎回の出席
を奨励する地区戦略をガバナーに提出
することを検討する。
もう一つは第２６６０地区の大阪
ロータリークラブより、２０２０年RI
は他の奉仕活動団体と共に新型コロナ
ウイルスの世界的流行に関して「命を
救うために最前線で闘う保険従事者や、
第一対応者たちを支援している」コロ
ナ禍における支援活動の実施において
他の奉仕活動団体と連携することは
ロータリーのビジョン声明の具現化で
ありロータリーが富裕層の社交クラブ
という否定的なイメージの誤解を覆す
には大いに効果的である。この２件は
強く共感を持ちました。例会を
盛り上げて魅力のあるクラブにしてい
きたいと思います。
今日は福田会員の実弟である横浜市
議会議員の梶村先生が遠路お見えです。
お父様の梶村智さんと私の父親が小学
校の同級生で、末弟の秀男さんはわた
しと小・中・高校がおなじでした。後
ほど卓話よろしくお願いいたします。
以上です。

【幹事報告】

副幹事 川崎 尭信

◎会長幹事会のお知らせ
日時：2022年1月27日(木）18時より
場所：割烹 河太郎
◎米山卓話依頼のお願い
◎歳末たすけあい募金のお願い
八街市社会福祉協議会より

【卓

話】

横浜市議会議員
梶村 充様

久しぶりに八街に戻り、卓話の機会を
いただき感謝申し上げます。
横浜の市会議員がなんで八街ロータリ
ーにと、不思議に思われる方もおられる
と思いますが、生まれ故郷が八街であり
、笹川会長さんからご紹介いただきまし
たが、お互いの父親同士が小学校の同級
生であり、会長からは私の父親が八街市
の市議会議員に立候補した時には青年部
の一員として選挙の手伝いをして
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いただけたとのお話もいただいたところ
です。私自身も中学生まで八街で育って
おり、当クラブメンバーの中には実兄で
ある福田 守や同級生もおり縁の深い関
係であります。
私が6年前第48代横浜市会議長の時に
は、公式に八街市役所を訪問し、議長室
にて父親の八街市議会議長時代の写真を
見ることができ感慨深い思いをいたしま
したし、その折にも当クラブにて横浜市
が作る新しい新市庁舎についての卓話を
させていただきました。
私は前内閣総理大臣であり、最強の官
房長官 「すが義偉(よしひで)」先生と
は40年来の付き合いであり、若いときに
同じ選挙区で秘書同士として過ごし、す
が先生が横浜市会議員に初めて立候補を
したときは、反売上税の大変厳しい選挙
でしたが、事務所の責任者として、戦友
として、責任をはたすことができ、大変
感謝をされました。その後、衆議院選挙
が小選挙区になり、国政への挑戦をされ
、総務大臣などを経て、官房長官になら
れたわけであります。その官房長官の時
代に八街市の北村市長，山本県議会議員
を官邸にお連れし、ご紹介をさせていた
だきました。
私の承知しているところでは、八街は
災害が少なく平穏無事な町であると思っ
ておりましたが、台風19号による大災害
がおき、農家のビニールハウスが甚大な
被害を受け、山本県議から官房長官に復
興の支援をお願いされこと、また全国的
に報道された、児童の下校時に酔っ払い
運転のトラックが、5人もの児童を死傷
させた事故の時には、すが総理から電話
をいただき北村市長に連絡し、即座に献
花に八街まで来ていただきました。そし
て危険な通学路の整備に尽力をいただき
、安全な道路が完成したと聞いておりま
す。今後も市長、県議といろいろ連携を
しながら八街のために少しでもご協力が
出来ればと思います。

クリスマス例会
【会長挨拶】

第2628回 2021年12月22日例会報告

会長 笹川 英一

【出席報告】
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笹川 英一

木村会員ご夫人
竹村会員ご夫人
小久保会員ご子息
松原事務局 娘

ロータリー2021-22年度上期も終わりに
近づきました。新型コロナウイルスの影響
で二か月程ブランクがありましたが徐々に
平常に戻りつつあります。
新たなオミクロン株の影響でまだまだ先
の見通しは立ちませんが、体調を整え免疫
力をアップしてこれからの奉仕活動に備え
て頂きたいと思います。
今日は２年ぶりに飲食を伴うクリスマス
例会が開催できました。親睦委員会の皆さ
ん設定準備ありがとうございました。小久
保幹事にはパーティー会場の紹介ありがと
うございました。今夜は充分に楽しみたい
と思います。以上です。ありがとうござい
ました。
【幹事報告】

幹事 小久保 和子

◎次回例会は1月12日(水）割烹やまもと
にて18時より夜間例会となります。
会費はお一人5,000円です。
理事会は19日の11時30分より会議所
で行います。
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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