
 

２０１０年７月第１週号 

第２２７３回 
 

平成２２年７月２日(金) 点鐘１２：３０ 〈曇り〉     

◆ 国歌斉唱      『君が代』 

◆ ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆ 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 

 ・東京ＲＣ  ／小林 公雄様 

 ・千葉西ＲＣ／内貴 洲平様 

 ・千葉緑ＲＣ／会長・藤田 静江、幹事・浅田 金誉様 

 

■ 会長・幹事バッチ交換                         

榊原行夫会長↓小林 透幹事 

五十嵐博章直前幹事↑寺澤一良直前会長 

 

 

     榊原会長さん、小林幹事さん、 

一年間宜しくお願い致します！ 

寺澤さん、五十嵐さん、 

お疲れ様でございました！ 

 

 

■ 乾 杯！                           

水野 謙一会員(第３分区Ｂガバナー補佐) 

 本日より、榊原年度の門出、誠に

おめでとうございます。 

恐らく最高の年度になるのでは

ないかと思っております。どうぞ頑

張って下さい。同時に皆様のご協

力、私にも少しお分け頂ければと

思っております。千葉南ロータリー

クラブの益々の発展と、そして、皆様の健康を第一にこ

の一年をお過ごし頂ければと思います。 

 

■ お客様ご挨拶                          

 

東京ＲＣ・小林 公雄様 

今日は、メーキャップで初めて出席

させて頂きました。ロータリークラブへ

入会しましたのが、先月の１０日です。

私の会社は、㈱キッツといいまして、幕

張新都心にあります。距離的にも近か

ったことや、千葉南ＲＣさんは、雰囲気

がとてもフレンドリーだということを聞き

ましてメーキャップに伺いました。東京ＲＣは、まだ３回位

しか出席しておりませんが、会員数は３００名程で、出席

率があまり良くないということで、出席率向上のためにも

又伺いたいと思っております。今後とも宜しくお願い致し

ます。 

 

千葉緑ＲＣ・会長 藤田静江様 

 皆様、こんにちは。 

水野ガバナー補佐、榊原会長、小

林幹事、おめでとうございます。一

年間、宜しくお願い致します。親クラ

ブの皆様には、いつもお世話になり、

感謝致しております。私は、ロータリ

ーの知識も浅く、何をやっているん

だとお思いのところもあるかと思いま

すが、一生懸命頑張りますので、ご指導、ご協力の程宜

しくお願い致します。 

 

  

 

 
 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 榊原 行夫       幹 事 小林 透           雑誌会報委員長 瀨谷 研一 

事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 



■ 会長報告               榊原 行夫会長    

 

〈新旧、理事役員会及びクラブ協議会報告〉 

１） クラブ運営方法について 

①司会は会長が行う。②４大奉仕委員会で行う 

③「四つのテスト」は親睦委員会が担当する。 

④親睦を目的に定期的に席替え等（具体的には親睦委

員会に任せる）を行う 

⑤会員増強に努める。（若年経営者、過去在籍会社） 

２） ２００９-２０１０年度決算報告       承認される。 

３） ２０１０-２０１１年度予算について    承認される。 

４） ガバナー補佐の補助金について 

 特別会計より捻出されることで承認される。 

５） 委員会構成について           承認される。 

６） 行事予定について            承認される。 

７） 入会候補者の件 

 梅村星児氏、鈴木政彦氏、山口浩氏  承認される。 

８） 退会届の件 

 佐久間信一会員、高橋朗会員、丸島新七会員 

                          承認される。 

９） ８/１「第８回国際里山の集い」開催について 

 承認される。積極的に参加をお願いすることとした。 

10） 9/17 ガバナー公式訪問について 

 日程の確認。千葉南ＲＣ単独で行う。 

11） 9/24 ロータリー情報研究会について 承認される。 

12） 2/1５インターシティミーティングについて 

 第３分区Ａ・Ｂ合同で開催 

13） ６/１３・１４「職場訪問及び親睦旅行」会計報告 

                           承認される。 

14） その他 

 7/14、会長、幹事、金親、塩谷の４名で、ひかり学園を

訪問する。 

 

■ 地区からの委嘱状伝達                          

国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ｂガバナー補佐 

                          水野 謙一会員 

 

■ 米山奨学会からの感謝状伝達                            

「第１回米山功労者」            塩谷 邦昭会員 

 

■ 委員会報告                          

 

社会奉仕委員会より (金親 博榮委員長) 

 「第８回国際里山の集い」開催について 

日時 平成２２年８月１日(日) ９：３０集合 １５：００解散 

今年も宜しくお願い致します。 

 

親睦委員会より (北原 俊彦委員長) 

 今年度は、「楽しく愉快に過ごそう！」をキャッチフレー

ズとしております。いろんなイベントに１人でも多くの方に

参加して頂けるように運営して行きたいと思っております。

アンケートをメールボックスに入れさせて頂きましたが、

今後の参考にしたいので、必ずご提出をお願い致しま

す。ロータリーに来て良かったなという楽しい思いを抱い

て頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

また、次週から隔週で、席をくじ引きで決めたいと思い

ますので宜しくお願い致します。 

 

■ ７月度 会員誕生祝・結婚記念日祝                         

≪誕生日≫   

  ２日 五十嵐 博章会員   ３日 国友 忠一会員 

≪結婚記念日≫ 

 ３０日 国友 忠一会員 

 

■ ニコニコボックス報告                  

 

☆千葉西ＲＣ・内貴 洲平様(地区広報委員長) 

寺澤年度、ご協力有難うございました。今年度も千葉

国体、ご協力よろしく。 

 

☆千葉緑ＲＣ・会長・藤田 静江様、幹事・浅田 金誉様 

千葉南ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

榊原会長、小林幹事年度のスタート、おめでとうござ

います。今年度は、より一層のご指導を賜り、また交流を

深めて参りたいと存じますので、どうぞ宜しくお願い申し

上げます。また、ガバナー補佐の水野様には、諸活動に

於いてご指導を頂戴したいと存じますので、宜しくお願

い致します。 

 

☆榊原 行夫会員 

東京ＲＣ・小林様、ようこそお出で下さいました。千葉

緑ＲＣ・会長、幹事さん、ようこそお出で下さいました。 

寺澤さん、五十嵐さん、一年間ご苦労様でした。 

今年度、一年間、宜しくお願い致します。 

 

☆出井 清会員、伊藤 和夫会員 

榊原会長、小林幹事、晴れの門出、おめでとうござい

ます。会長の言われる“楽しい例会”を期待しています。

一年間、後ろから勉強させてもらいます。 

 

☆水野 謙一会員 

ガバナー補佐を仰せつかりました。皆さん、どうぞ宜し

くい願い致します。 

 

☆植松 省自会員 

今年度のプログラム委員長を仰せつかりました植松で

す。卓話の候補者がおられましたら、是非ご紹介いただ

きたく、宜しくお願い申し上げます。 

 

☆北原 俊彦会員 

初めての親睦委員長の大役です。「楽しく愉快に過ご

そう！」をモットーとして、一年間頑張るつもりです。どう

ぞご協力、宜しくお願いします。 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 23,000 円 累計 23,000 円 

金の箱   1,100 円 累計 1,100 円 



■ 出席報告 (会員数３７名)                      

 

出席者数２６ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ４ 修正出席率 １００％ 

 

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 

 

 

 

★☆ 本日の卓話 ☆★ 

演  題…『会長挨拶』 

卓話者… 榊原 行夫会長 

 

今年度のＲＩ会長、レイ・クリ

ンギンスミスさん（米国ミズーリ

州カークスビルの弁護士）の「地

域を育み、大陸をつなぐ」とい

う国際ロータリーのテーマに沿

って当クラブを運営して行きた

いと思っております。 

「クラブ奉仕」としては、会員の増強と会員相互の親密

度を深めてより良いロータリークラブにしようということで

やって行きたいと思います。 

「職業奉仕」としては、いろいろなことを皆で討議し合

って、倫理的、論理的に基づいた自治意識を高揚して

会を運営して行きたいと思っております。 

「社会奉仕」としては、各委員会と連携を密にして活動

の活発化を図って行きたいと思っております。 

「国際奉仕」としては、日本の文化を海外友好クラブ

へアピールして、益々の友情を深めて行くということで、

素晴らしいロータリークラブを過ごして行きたいと思いま

す。 

会員相互の親睦を深めることが、現在の千葉南ロータ

リークラブに課せられた第一の問題ではないかと思って

おります。会員増強や親睦を深めることも大いにやって

行きたいと思います。例会時の席がいつも定まっている

状態ですので、今年度は隔週毎にくじ引きで座席を決

め、老若入り混じって多くの皆さんと会話が出来るように

して親密度を深めることにより、ロータリーに入って良か

ったと思えるようにして行きたいと思います。 

又、今年度は、２～３回は、“ワイワイ会”を行いたいと

思います。 

良いところが発揮出来るようなクラブにして行けば、入

会した方も辞めて行く人が減るのではないかと思います。

食事をして帰るだけでは、ロータリーの価値は全くないと

思います。広範な角度からロータリーを盛り上げて素晴

らしい会になって行けば良いのではないかと思っており

ます。 

会員の増強と親睦委員会等の活動にご参加頂き、会

の発展に繋げて行きたいと思っております。 

一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 
 

 

２０１０-２０１１年度国際ロータリー(ＲＩ)のテーマ 

 

 

「Building-Communities, Bridging Continents」 

 

 

 

 

 

地域を育み、大陸をつなぐ 

≪ＲＩ会長 レイ・クリンギンスミス氏≫ 

レイ・クリンギンスミス氏は米国ミズーリ

州カークスビルの弁護士で、主に、商法、

会社法、不 動産法、遺産計画法を専門

としています。２２年間勤務したカークス

ビルのトルーマン州立大学（旧 ノースイ

ースト・ミズーリ大学）では、総合弁護士

および経営学の教授としての職を最後

に１９９５年８月に退職しました。大学が一般教養と科学を

軸とする教育機関へ移行した５年間に、管理学部長 を務

めた経験もあります。大学の職務を退職後は、２００１年から

２００４年までの４年間、アデア郡政委員となりました。 

１９６１年にロータリアンとなって以来、地区ガバナーを経

て、１９９８年規定審議会（インド、ニュー デリーで開催）な

らびに２００８年ロサンゼルス国際大会委員会の委員長とし

て、RI に奉仕してきま した。１９８５－８７年度に RI 理事とな

り、１９８６－８７年度には理事会執行委員会の委員長を務

めました。 

 

 

 

 

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 

職業奉仕委員会⇒  塩谷邦昭委員長 

社会奉仕委員会⇒  金親博榮委員長 

国際奉仕委員会⇒  竹尾  白委員長 

 

第２２７５回例会 

日時⇒  平成２２年７月１６日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『素晴らしいＧＳＥ』 

卓話者⇒ 金親 博榮会員 (ＧＳＥ団長) 

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 7/29 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 


