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◆会長挨拶 小林 信雄会長

先日、畑での作業中、消防車がき

て、「雑草を燃やす火を消せ、野焼き

禁止 “命令だ”」という。次に、パ

トカーが来て、警察官２名が消防署

員と私のやり取りを聞く、さらに、

市の環境保全課職員がきて～廃棄物

の処理及び清掃に関する法律違反～（高さ１ｍ

程のたき火２か所）近隣住民の通報だという。

山武地区環境行政連絡協議会の指導によれば、

「家庭のゴミは所定のゴミ袋に入れてゴミ置き

場に出してください。ドラム缶、ブロック積み、

穴を掘っての焼却は野焼きと同じで認められ

ません。廃棄物の野外焼却行為は、３年以下の

懲役若しくは 300 万円以下の罰金と記載された

パンフレットを市職員が私に渡して帰った。

畑の枯れ草は家庭ごみではなく、野焼き禁止

となると、耕作放棄地が拡大すると共に、放棄

農地を再生するには、雑草を燃やさなければ作

物が作れない。日本の農業・食糧はどうなるか

心配であると同時に、作った法律に縛られてど

うするか。現代社会は生産者が生産効率と投資

効果を求めるのと同じく、消費者が消費効率を

求める。生産者と消費者の共益社会である。現

代は消費社会。消費財とサービスの効用とこれ

への支出が均衡しており、バラン

スを失った財とサービスはその役

割を終えて市場から退場。その意

味で消費社会は消費者と生産者の

力の衝突の場であり、両者の利益

が折衷している場です。もの余り

の時代は消費者の力が生産者の力を凌駕し、生

産者を規制する。ちょっとした感情で、他人の

作業をやめさせ、食糧の供給を停止させてよい

ものであろうか。顔の見えない顔の代理が法律

に基づく仕事をする。期待するわけではないが、

そこには思い遣りの欠けらもない。

われわれロータリアンは他人に対する思い

遣りを大切にし、そのような積み重ねがあって

国際平和が生まれるものと思います。

◆幹事報告 並木 孝治会員

・銚子、旭 RC より活動計画書

をいただきました。

･10 月 9 日(土)10 時九十九里浜

かねせん地引網 JIU 留学生

を招待して家族親睦交流会。
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今週の合唱〈君が代、奉仕の理想、四つのテスト、バースデーソング〉

① 開会宣言と点鐘 ②お食事「みつはし」 ③会長挨拶 ④幹事報告
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前回の記録（8 月 31 日）
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◆会長幹事会報告

鈴木 康道会員

職業奉仕を通じて

ロータリアンが社会

的に認められること。

◆ＪＩＵ留学生 勇
ゆう

巧
こう

玲
れい

様

城西国際大学 ４年生です。2008 年の 9 月に 2

＋2 プログラムで交換留学生として中国の大連か

ら参りました。今年の 9月に卒業し地元に帰りま

す。私の留学事情と地元の

文化についてお話します。

1. 留学の動機

現地で日本語らしい日

本語を習う。本ではな

く生の日本文化に触れる。日本で日常生活を

暮らす

2. 日本で勉強していること

学問：日本語、日本語教育、ジェンダー等

日本の文化：茶道、生け花、俳句など

活動：大学祭、部活、アルバイト

3. 今後の抱負

職場や、日本で学んだことを生かす。日中友

好に力を尽くす。茶道を続けて習う

4. 中国の年中行事

●元旦(1月 1 日)中国の新年は旧暦の新年（春節）

を祝う。●春節 旧暦 1月 1 日、日本の正月と同

様、中国最大の行事。●元宵節 旧暦 1月 15 日、

新年で初めての満月の夜で、「湯圓」という甘い

餡入りの団子をスープで煮たものを食べながら、

一家の円満を願う。●バレンタインデー（2 月 14

日）●婦女節（3 月 8 日）国際婦人デーと呼ばれ

る国連の記念日。●清明節（4 月 5 日頃）春分の

15 日後を清明節といい、日本のお盆のように亡く

なった人を偲び、墓参りをし、墓の掃除をする。

●労働節（5 月 1 日）労働者の休日である●児童

節（6 月１日）国際子供デー●端午節（旧暦 5

月 5 日）春秋時代の詩人屈原を記念した祝日●

行政区記念日（7 月 1日）1997 年に英国から

香港が返還された日●建軍節（8 月 1 日）1927

年 8月1日の中国共産党の武装蜂起を記念する

日 ●中秋節（旧暦 8月 15 日）中秋の名月を愛

でる日●老師節（9月 10 日）老師とは教師のこ

とで、学校などの先生に感謝する日●重陽節

（旧暦 9月 9 日）縁起がよい奇数の数字が二つ

重なることからめでたい日●国慶節（10 月 1

日）中華人民共和国建国の記念日●臘八節 (旧

暦 12 月 8 日) 仏教に基づく年中行事●クリス

マス（12月 25 日）

5.◆卓話 安藤正義会員

大網白里町の代表監査委員を

３期１２年務めました。

6. 主な監査の仕事は「例月現金出納検査」会計

管理者及び企業会計管理者の保管する現金や出

納関係諸表の係数並びに出納事務を検証検査。

「定期監査」財務に関する事務及び執行監査を

毎年計画的に全課対象に実施。「決算審査」審

査に付された一般及び特別会計並びに公営企業

会計の決算について、係数の正確さや関係諸表

等の処理状況を検証審査。「財政援助団体等監

査」町が補助金、負担金、その他財政的援助を

している団体の出納及び事務の執行を監査。

7.「住民監査請求監査」住民が監査委員に対し、町

の財務に関する行為について適正な運営の確保

を求め必要な措置を講ずるよう請求について監

査します。


