
２０１１年１月第１週号 

第２２９８回 
平成２３年１月７日(金) 点鐘１２：３０ 〈晴れ〉     

◆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 

  なし 

■ 乾杯                              

水野 謙一会員（ガバナー補佐） 

 

皆様のご健康とクラブの 

発展と商売繁盛を祈念 

致しまして 乾杯！！ 

 

 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長   

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１．クラブ運営資金会計報告  

２．12/17 忘年家族例会会計報告  余剰金 21,204 円 

３．1/28 移動例会について （委員会報告にて） 

４．創立５０周年記念事業準備委員会について  

（委員会報告にて） 

■ 委員会報告                          

◆親睦委員会より （北原俊彦委員長） 

１月２８日（金）の例会は、移動例会とし、房総方面（鋸

南町）へ行くことにしました。先ず、菱川師宣記念館へ行

き教養を高めて頂きます。次に海鮮料理“ばんや”で昼

食です。昼食後は、日本三大水仙群生地の鋸南町の水

仙ロードを見学します。その後、ソムリエハウス酒匠の館

へ行き千葉へ帰ってきます。（千葉駅０９：００発・蘇我駅

０９：１５発  参加費 １，０００円）多数のご参加をよろし 

 

くお願い致します。 

◆創立５０周年記念事業準備委員会より（野城友三委員長） 

・５０周年の節目として、記念式典・事業を実行すること

になりました。 

・スローガンとして、会員増強（１０名）。 

・構成については、土屋武次会員、植松省自会員、北原

俊彦会員、金親博榮会員、年度の会長・幹事、野城。 

・日程は、平成２５年３月又は４月を予定。 

・会場は、オークラ千葉ホテルを予定。 

・記念事業は、環境を考えることをテーマにしており、な

るべく当クラブの地域内で環境に携わったような形で考

えております。 

・記念誌は、作成の方向で考えております。 

・５０周年記念事業に向けての積立金は、特別会計があ

るので行わないことになっております。 

・案内先については、ガバナーと第３分区Ａ・Ｂのみ、元

会員、東仁川ＲＣ、知事、市長にご案内する。 

なるべく早めに実行委員会へと変えたいと思っており

ます。全会員のご協力を宜しくお願い致します。 

 

■ 幹事報告               小林  透幹事   

・本田 博会員の母上がご逝去されました。 

・２月１５日（火）インターシティミーティングが開催されま

す。１/１８（金）の例会を変更して全員登録となります。ま

た会議終了後に懇親会も予定してありますので、皆様の

ご出席をよろしくお願い致します。 

点鐘⇒午後３時 会場⇒ホテル ザ・マンハッタン 

■ １月度誕生祝・結婚記念日祝                         

誕生日祝 

１日 小野 成子会員   ４日 上田 欽一会員 

５日 澤本   弘会員   ６日 末吉 淳子会員 

２０日 杉本 峰康会員  ２５日 土屋 武次会員 

２５日 水野 謙一会員  ２５日 鮫島 永一会員 

結婚記念日祝 

２２日 水野 謙一会員  ２６日 北原 俊彦会員 

 

■ ニコニコボックス報告                  

☆榊原 行夫会員 

明けましておめでとうございます。あと、半年、宜しくお

願いします。 

  

 

 
 

 

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 ＳＯＵＴＨ 

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 



☆植松 省自会員 

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し

上げます。寺澤さん、山口さん、写真をいっぱい有難う

ございました。 

☆小林 透会員 

新年明けましておめでとうございます。何とか半分まで

辿り着きました。これも会員皆様のご指導のおかげです。

あと半年、“優しく” 指導して下さい。 

 

■ 出席報告 (会員数３９名)                      

 

出席者数３３ 欠席者数 ６ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０  修正出席率８４．６２％ 

 

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…『新年挨拶』 

卓話者…榊原 行夫会長 

 

皆様、新年明けまして 

おめでとうございます！ 

 

先ほどから話題となっておりま

すが、５０周年記念に因んで会員を増強するということが

理事会の議題にもなりました。５０周年は、３年後ですか

ら、１年に３名ずつ増やせば、約１０名増えるということに

なります。是非、皆様のご協力をよろしくお願い致しま

す。 

例会へは、食事しに行くだけではなく、やはりもっとも

っと融和を深め、ロータリーは良いところだという会に皆

で持っていくような形にしないと会員増強も中々難しいと

ころがあります。ロータリーでは、新しい人も古い方も関

係なく一列に並んで話し合っていけばロータリーへ入っ

た価値が上がって行くと思います。 

暮れから正月にかけて軽井沢に行ってきました。旧軽

の近くに諏訪神社があるのですが、そこへ家族で行きま

したら、掃除をしている人たちが火を焚いていて「寒いか

らあたって行きなよ」と気軽に声を掛けてくれました。この

ようなことこそロータリーにあって良いことだと思いますし、

大事なことだと思います。真の友情が作ることによって、

自ずからロータリーの良さをアピールし、会員増強にも

繋がると思います。 

私は今年は、真の融和を目的として千葉南ロータリー

クラブの益々の発展を図りたいと思います。 

本年もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

― ２０１１年はうさぎ年です ― 

 

卯（う、ぼう）は十二支のひとつ。いわゆる「うさぎ」。通常

十二支の中で第4番目に数えられる。前は寅、次は辰で

ある。 

• 卯年は、西暦年を12で割って7が余る年が卯の

年となる。  

• 卯の月は旧暦 2 月 （卯月は旧暦 4 月を指す）  

• 卯の刻は夜明けの 6 時を中心とする約 2 時間。

夜明けの 6 時（朝 6 時）を正卯（しょうぼう）という

ことがある。  

• 卯の方は東の方角である。  

• 五行は木気  

• 陰陽は陰である。  

「卯」は『史記』律書によると「茂」（ぼう:しげるの意味）ま

たは『漢書』律暦志によると「冒」（ぼう:おおうの意味）で、

草木が地面を蔽うようになった状態を表しているとされる。

後に、覚え易くするために動物の兎が割り当てられた。

なお、ベトナムでは兎ではなく猫が割り当てられる。 

ピョンピョン跳ねるうさぎのイメージから株価が上昇する

年と言われている。実際に 1999 年の株価は 1 年で 37%

高騰している。             （インターネットより） 

 

 

 

 

 

第２２９９回例会 

日  時⇒ 平成２３年１月１４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２３００回例会 

日  時⇒ 平成２３年１月２１日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『千葉モノ ２０１１』 

卓話者⇒ 千葉都市モノレール㈱ 

       代表取締役社長 大澤 雅章様 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 342,000 円 

金の箱   500 円 累計 18,988 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 1/25 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 1/18 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 1/19・26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 1/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 
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