
２０１０年６月第４週号 

第２２７２回 
平成２２年６月２５日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

＊ロータリーソング  『ようこそロータリー』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

  なし 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今年度の会長及び幹事の業務は、７月２日の新旧理

事･役員会及びクラブ協議会で決算報告と例会でのバッ

チの交換で全ては終わりです。 

・今日は、地区からガバナー会並びに第２７３０地区の泰 

喜八郎ガバナーから、宮崎の｢口蹄疫被害救援支援金

のお願い」が届きましたので、当地区第２７９０地区の特

別災害基金より会員一人当り１００円の義援金合計２８９，

１００円を送金したと言う報告が中村ガバナーから届いて

おります。 

・「ロータリーの友」の速報にパレスチナのラマラロータリ

ークラブが１９８０年に戦乱のために終結していたが、今

度新たに認証状を受ける事になり、中東、北アフリカ、ヨ

ーロッパーの地域に新しい地域が加わることになったと

報じられていました。当地区でも、１０年振りに新しいクラ

ブ、浦安ベイロータリークラブが誕生することになり、６月

２８日に認証状伝達式がございます。 

以上報告を終わります。一年間曲がりなりにも私会長

と五十嵐幹事共々、無事、任務の終わりを迎える事が出

来ましたことは、会員の皆様の絶大なご協力と、寛容な

精神の賜物と感謝しております。大変有難うございまし

た。 

≪乾杯≫            榊原 行夫会長エレクト 

寺澤会長、五十嵐幹事、一年間本当にご苦労様でし

た。私どもが引き継ぐことになりますが、お二人が千葉南

ＲＣの発展のために尽くされたことを私共も後を追うよう

に頑張りたいと思います。 

 

千葉南ＲＣの益々の発展と皆様のご健康を祈念致しまし

て乾杯！ 

≪退会のご挨拶≫ 

≪佐久間 信一会員≫ 

平成１７年から約５年間、在籍

をさせて頂き、温かいお付き合い

をさせて頂きまして有難うございま

した。夜例会等には中々出られな

くて大変残念に思っております。

実は、私は大学時代に男性合唱

団におりまして、一曲も披露出来

なくて残念でした・・・。 

忙しい、忙しい、とばかり言っておりました５年間でした

が、皆様のご支援のもと、お蔭さまで銀行のほうも着実な

歩みを遂げてこられたのではないかと思っております。６

月２９日付けで、株主総会で退任致します。後任者の申

込書を出させて頂いておりますので宜しくお願い致しま

す。３０日からは、京浜急行電鉄の常勤監査役の仕事を

することになっております。ゴルフ場では、市原京急、品

川やお台場のパシフィックホテルなどの監査役もするこ

とになっており、私の口添えが皆さんのお役に立てれば

と思っておりますのでご利用ください。もう少し先輩の皆

様方ともお話が出来れば良かったなと思っておりますが

退任ということで、ご容赦頂ければと思います。 

皆様のご健勝をお祈りしております。有難うございまし

た。 

≪金田 榮弘会員≫ 

６月２３日で私のサラリーマンの

生活にピリオドを打つことになりま

した。 ６４．５歳となりますが、ＪＦ

Ｅのグループの中では、永く勤め

させて頂いたことになります。ロー

タリーにつきましては、平成１０年

から３年間、千葉製鉄所の副所

長の時に在籍しました。あの当時

は、９０名位の会員がいらっしゃ

いました。その後、神戸のグループ会社に行き、３年後

に戻って参りましたが、その時にまた復帰するよう皆様方

にお誘いを受け、入会することになりました。この間、地
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元の地域の皆様方と一緒に活動を共にさせて頂き、親

交を深めさせて頂きましたことについて大変感謝致して

おります。私どもの会社は、ボーリング場やお弁当を作

っている会社ですが、ロータリーのバス旅行ではお弁当

をお願いしたり、宴会場では会合をお願いしたり、個人

的にも数多くお付き合い頂き、大変有難く思っておりま

す。ロータリークラブで皆さんから教えて頂いたことや、

考え方を今後の生活の中で少しでも生かして行きたいな

と思っております。 

皆様のご健勝と千葉南ＲＣの益々のご発展を祈念致

し、ご挨拶とさせていただきます。 有難うございました。 

≪高橋 朗会員≫ 

僅か３年の間でしたが、皆様

に温かく接して頂きまして、最

後司会までさせて頂き本当に

有難うございました。７月１日よ

り、茨城支店の副支店長という

ことで辞令が出ております。後

任は、市原の工事センターの

所長が来る事になっております。

来年は、ぜひ、柏崎原子力発

電所に皆さんをお連れしたいなと思っております。今年

の夏は、電気は売るほどありますので、どんどん使って

頂いても大丈夫かなと思います。何も出来なかったので

すが、皆さんの素晴らしい活動を少しでも垣間見ること

が出来、良い経験になったなと思っております。水戸は

大洗のアンコウ鍋や袋田の滝などの観光名所もあります

ので、旅行の際には、ご用命頂ければ手配等したいなと

思っております。千葉南ＲＣと皆様のご健勝を祈念申し

上げましてご挨拶とさせて頂きます。有難うございまし

た。 

 

≪委員会報告≫ 

次年度親睦委員会より (竹尾 次年度親睦副委員長) 

次年度の親睦委員会活動とアンケートのお願いをメ

ールボックスに入れさせて頂きました。 

親睦行事については、担当者を決めました。 

「楽しく愉快に過ごそう！！」をキャッチフレーズとして、

多くの会員の皆様が参加出来るよう活動したいと思って

おりますので、宜しくお願い致します。 

 

≪幹事報告及びご挨拶≫    五十嵐 博章幹事 

「浦安ベイロータリークラブ」認証状伝達式のご案内 

６月２８日(月) 点鐘１４：３０ 

会場は、オリエンタルホテル東京ベイ 

≪ご挨拶≫ 

一年間、本当に有難うございました。至らない点が

多々あったことと思います。また、ご迷惑もたくさんお掛

けしたかと思います。特に最後の最後で体調を崩し、東

仁川ＲＣ訪問や親睦旅行にも参加出来なかったことは大

変悔やまれます。この場をお借りし、お詫び申し上げると

ともに一年間支えて頂きました事に深く感謝し、御礼を

申し上げます。有難うございました。次年度の榊原会長、

小林幹事をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

皆様方のお力添えを頂戴致しまして、無事に最終例

会を迎えることが出来ました。大変有難うございました。

無事に次年度の榊原会長と小林幹事に引き継げること

を嬉しく思います。有難うございました。 

☆榊原 行夫会員 

寺澤会長、一年間ご苦労様でした。来年度は、ご指

導宜しくお願いします。 

☆鈴木 美津江会員 

寺澤会長、一年間有難うございました。とても、とても、

大変な一年でしたと思います。少しゆっくりして下さいま

せ。 

☆金田 榮弘会員 

６月２３日に社長を退任したため、今月末を以って退

会させて頂きます。千葉製鉄所の副所長時代の３年間と

合わせて９年間、皆様には大変お世話になりました。小

生のサラリーマン生活の中で、思い出多い時間を過ごさ

せて頂き、感謝に堪えません。有難うございました。 

☆佐久間 信一会員 

６月２９日付で、千葉興銀・副頭取を退任致します。５

年間、心温まるお付き合いを有難うございました。皆様

のご健康をお祈り申し上げます。 

☆塩谷 邦昭会員 

先日の「職場訪問及び親睦旅行」においては、皆様

のご協力で大変楽しく有意義に過ごせました。有難うご

ざいました。 

☆親睦委員会一同 

この一年間、親睦活動にご協力いただき、有難うござ

いました。また、寺澤会長、五十嵐幹事、本当に本当に

有難うございました。お疲れ様でした。来年度の親睦活

動にもご協力を下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

≪出席報告 (会員数４１名)≫ 

 

出席者数３０ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ０ 修正出席率 77.50％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 23,000 円 累計 779,314 円 

金の箱  770 円 累計 32,969 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 7/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/8・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『会長挨拶』 

卓話者…寺澤 一良会長 

 

一年間、大変有難うございま

した。 

最初に唇が痺れていると言う私

の個人的な事情がございまして、

新旧理事･役員会及びクラブ協

議会の席上から、マイクロフォンを用意して頂くことをご

容認頂きました。 

転勤の時期でもございまして、退会の会員の承認と、

後任の新規会員の承認からが最初の決定事項でござい

ました。又、この時にＲＩで決定していたＣＬＰ委員会をガ

バナー公式訪問までに間に合わせると言う事を、臨時理

事･役員会を開催して進めると言う決定をしたのも最初の

理事・役員会及びクラブ協議会でございました。 

又、最初にお断わり致しますが、例会の司会進行も自

分でするべきだと言う、ご忠告もございましたが、ＳＡＡの

皆様には最初から司会進行をお願い致しましたのも、ご

存知の事と思いますが、大変スムーズに進めさせて頂け

ました事をＳＡＡの皆様に感謝申し上げます。 

それでは、今年度の経過報告をさせて頂きます。 

上半期について 

７月のイベントは「国際里山の集い」が26日（日曜日）に

行なわれました。 

8月に入って早々にロータリー財団教育的プログラムの

ＧＳＥの招請と派遣が決まりました。招請は米国ウィスコ

ンシン州チームで１０月１６日から１１月１２日までと、また

派遣即ち訪問団は当クラブの金親会員を団長として、平

成２２年４月２５日から５月２４日までと決まったのですが、

つい先日のような気が致します。これも金親会員が素晴

らしい功績を残して終わった事はご存知のとおりです。 

８月２１日、千葉緑ロータリークラブと合同でガバナー公

式訪問例会を行いました。この時のガバナーは、ＣＬＰ委

員会構成の推進派でしたから、形だけの立ち上げでした

が間に合わせました。それも今の段階では、第２７９０地

区では６０％のクラブが採用又は採用検討していると報

じられていました。 

９月４日～５日、「第１０回韓日親善会議」には、第２７９０

地区からは総勢１７名の出席の内、当クラブから８名が参

加し、その会議の後で東仁川ロータリークラブとの親交も

温めることが出来ました。又、９月には台湾の台風８号に

よる大災害、及び兵庫県西北部の豪雨は会員の義捐金

を以って見舞いました。 

１０月９日、「秋季日帰り親睦旅行・職場訪問」で造幣局

や国会議事堂の参議員議事堂の見学や浜離宮その他

の訪問を致しました。 

１０月には第２７９０地区ではウィスコンシン州からＧＳＥチ

ームの５人を迎えており、地区大会直前の１０月２３日に

は当クラブの例会に出席頂きました。 

１０月２４日･２５日、地区大会が柏の麗澤大学のキャンバ

スで行なわれ、当クラブからは２６名の出席で飾りました。

又、その時には金親直前会長の努力により、ＲＩ会長賞

を始め数々の受賞を受けました。 

11月には、ひかり学園の農産物の購入で、学園の活動

資金のご協力を会員の皆様にお願い致しました。 

１１月２３日に、多古町にて、ひかり学園のバザーに会員

から沢山の献品で感謝されております。 

１２月の理事･役員会では、機能していない名ばかりの友

好クラブを整理しようと言う事が可決されたのですが、一

度に韓国を除いた全部を消すのはどうかということになり、

親交クラブの東仁川ロータリークラブ以外は、年に一クラ

ブづつを活動報告への掲載から割愛して、順次減らす

ことと決まりました。 

尚、国内の妙高高原ロータリークラブは弱体化してい

るようですから、そのような時にこちらから契約解除を申

し出るのは遠慮して、妙高高原ロータリークラブの出方を

待つ事となりました。 

１２月１１日、忘年家族例会は親睦委員長のご努力で中

国の歌姫のユウ燕さんが出演して下さり、会場を盛り上

げて頂きました。又、例年のサンタクロースの参加で楽し

く賑やかに行なわれました。 

以上が前半期の活動報告で１２月２５日の例会で簡単

に報告しております。 

下半期について 

１月の第３週に当クラブのホームページをデザイン・構成

等を刷新して立ち上げました。 

又、１月の最終例会は夜例会で親睦委員会の計らいで、

琴の演奏で新年の雰囲気を堪能させて頂きました。 

２月３日、京葉銀行文化プラザにて、インターシティミー

ティングが開催され、記念講演は、「ロータリーの源流」

で著名な田中毅氏で、演題は「ロータリーの危機」でし

た。 

３月２６日、半年前に予約した待望のいすみ鉄道のゆっ

たりんこ号による花見移動例会が催されました。 

桜の花は数日早くて蕾でしたが、沿線の菜の花が満開

で私達を迎えてくれました。 

４月１６日～１８日、親交クラブの東仁川ロータリークラブ

の結縁３３周年記念例会を移動例会として列席致しまし

た。又、翌日には第３６９０地区の地区大会にも出席させ

て頂き、親交クラブとしての責務を果たさせて頂きまし

た。 

又、懸案のＧＳＥ交換が金親会員の団長として実行さ

れたのも４月２５日から５月２４日でした。 

個人の努力に期待して実施されたプログラムで、金親会

員、長期間大変有難うございました。 

５月２１日、東仁川ロータリークラブの李東秀さんが、次

の「第１１回日韓親善会議」の打合せの為に東京にこら

れたついでに、当クラブにメーキャップをしていただけま

した。 

又、同日から米山記念奨学生の閻宏偉さんを三年ぶ

りにお迎えする事が出来ました。 

６月１３日・１４日、例会変更で親睦委員会と職業奉仕委

員会合同企画により、「タケヤ味噌会館」と「養命酒駒ヶ

根工場」その他の見学を致しました。 



親睦委員長の機転により雨を避けることが出来まして、

中央アルプスの駒ケ岳ロープウエイでは日本最高所に

有る２，６１２ｍの千畳敷駅の雪原風景を見ることが出来

ました。 

以上、お時間を頂きましたが、猿でも反省だけなら出

きるといいますから、今年度の会長方針を反省させて頂

きます。 

当然な事ですが会員はＲＩ会長の方針に従わなけれ

ばなりません。その方法は、各クラブの会長の方針に拠

るのです。出来るか出来ないかは、その時のクラブ会長

の資質によるものと思います。 

ＲＩ会長の方針は、｢ロータリーの未来はあなたの手の中

に｣でした。 

又、会員減少は世界的趨勢で有ることはＲＩにおいて

も同じです。 

会員の減少傾向に対応するために積極的にＣＬＰを進

めて来ました。 

当クラブの四大奉仕委員会活動を振り返ってみますと、 

１． クラブ奉仕委員会活動においては 

☆出席率向上に努力する。という目標について 

本日の出席率はメーキャップがありますので来週一杯

掛けないと数字は確定致しませんが、最悪の数字を入

れて計算しましても８４．１７％になりますから、８４ポイント

台ですと対前年度比で2㌫の以上の開きはあります。 

１０ポイント位の差がなければ出席率が良くなったとは言

えないと思いまので、この目標に関しては努力の結果と

は言えないと反省しています。 

☆親睦・ニコニコボックス委員会は楽しいクラブにする。

と言う目標について 

評価は会員の皆様がされる事ですから、私は大変楽

しいクラブ活動だったと思いますので、親睦委員会の皆

様にお礼を言いたいと思います。 

☆会員増強と退会防止委員会は若い会員と女性会員を

増強する。と言う目標について 

若い会員と女性会員の増強は全く出来ませんでした。

私の努力不足で、申し訳ございませんでした。 

２． 職業奉仕委員会活動においては 

☆国際奉仕委員会と協力して、昨年１０月にはＧＳＥを迎

える事が出来ました。 

☆又、今年４月には金親団長を交換ＧＳＥに派遣する事

にご協力頂きました。 

３． 社会奉仕委員会活動においては 

☆地域社会との合同プロジェクトで水の問題、緑の問題、

環境問題に挑戦しようと言う計画でしたが、結局対ひかり

学園と金親会員の継続している｢国際里山の集い｣に終

始しました。 

４． 国際奉仕委員会活動においては 

☆２００９年の「第１０回韓日親善会議」に多数の参加を

致しました。 

☆親交クラブの結縁３３周年記念例会に多数の会員の

参加を頂き、韓国の３６９０地区の地区大会に出席頂き

国際親善に努めて頂きました。 

振り返ってみますと、会員増強・退会防止委員会活動

は若い会員と女性会員の増強は思い通りに出来ません

でしたが、会員の皆様の絶大なご協力により、厳しいＲＩ

会長賞の申請時点での基準をクリアして頂き、会長賞の

申請が出来ましたことは、この委員会活動もクリア出来た

ものと思っております。 

昨年の７月時点、大変心配だった一年間を、曲がりなり

にも務めさせていただきました会長・幹事は、皆様のロ

ータリー会員としての寛容な精神で支えて頂いた賜物で

あったと感謝申し上げております。 

尚、幹事経験も無く会長を引き受けましたので、事務

局の太田さんには、会長としては格段に手間や迷惑が

掛かった事と思いますが、最初からキャリアと本来の慈

愛の精神で助けて頂いたものと感謝申し上げまして、今

年度最後の会長挨拶を終わります。 

大変有難うございました。 
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―感動的な講演と興行に満ちたモントリオール大会が 

幕を下ろす― 

６月２３日、カナダ、モントリオールにて、１５４の国々から

１万８，０００人のロータリアンが参加した国際ロータリー国

際大会が幕を閉じました。ポリオ撲滅活動を完遂するよう激

励を受けた参加者は、活動の効果はすぐに目に見えてわ

かるようなものではなくとも、必ず変化を生み出すものであ

るとの思いを新たにし、それぞれの帰途へつきました。 

本会議と分科会で盛りだくさんとなった４日間の国際大

会を通じて、参加者は多くの貴重な講演者の話を聞くこと

ができました。ジョー・ラックさんをはじめ、ベストセラー作家

であり、アフガニスタンとパキスタンで学校を設立した中央

アジア研究所の共同設立者、グレッグ・モーテンセンさん、

ボーイスカウトアメリカ連盟の事務総長であるボブ・マズー

カさん、著名なカントリー・ミュージシャンで慈善活動家でも

あるドリー・パートンさんなど、いずれもすばらしい講演でし

た。また講演のほかに、ソロとアンサンブルを織り交ぜた歌

で知られるアイルランドの歌唱グループ、ケルティック・サン

ダー、幻想的なアクロバットで観客を魅了するシルク・ド・ソ

レイユ、美しい歌声を披露してくれたテノール歌手、ラッセ

ル・ワトソンさんなど、参加者はさまざまなエンターテインメ

ント・ショーを楽しむ機会にも恵まれました。 

 

 

第２２７３回例会 

日  時⇒ 平成２２年７月２日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『会長挨拶』 

卓話者⇒ 榊原 行夫 新年度会長  

第２２７４回例会 

日  時⇒ 平成２２年７月９日(金) 点鐘１２：３０ 

  ≪クラブフォーラム≫ 

クラブ奉仕委員会⇒ 鈴木美津江委員長 

職業奉仕委員長⇒  塩谷邦昭委員長 

社会奉仕委員長⇒  金親博榮委員長 

国際奉仕委員長⇒  竹尾 白委員長 


