
   ２０１１年８月第３週号 

第２３２４回 
≪ガバナー公式訪問≫ 

平成２３年８月１９日(金) 点鐘１２：３０〈曇り・雨〉  

◆ロータリーソング  『手に手つないで』 

◆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 

・国際ロータリー第２７９０地区 ガバナー 山田 修平様 

・第３分区Ｂガバナー補佐  三木 敏靖様 

・社会福祉法人「槇の実会」  

  ひかり学園 総合施設長 藤崎  明様 

  ひかり学園 園長     武藤 直樹様 

  第２ひかり学園 園長  伊藤 哲夫様 

 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

こんにちは。先週は、お盆休みということで、例会はあ

りませんでしたが、皆様におかれましては、ごゆっくりと

過ごされたことと思います。皆さんお気付きのことと思い

ますが、１０年振りにホテルがリニューアルされたというこ

とで、壁や絨毯が綺麗になっております。シャンデリアも

一層輝きを増しております。このような時にガバナーをお

迎え出来てよかったと思っております。 

先程、正副会長幹事と三木ガバナー補佐を交えて山

田ガバナーとの懇談会を行いました。山田ガバナーは

温厚な方だし、三木ガバナー補佐はフランクな方なので、

私の年度は良かったなあと思っています。 

本日は、当クラブが支援している「ひかり学園」より、３

名の方にお出でいただいております。先月、北原会員と

塩谷会員と私の３人で園を訪ねて状況を見せて頂きまし

た。後ほど藤崎施設長よりお話を伺いますが、末永く支

援して行きたいと思っておりますので、皆様のご協力を 

 

宜しくお願い致します。 

 

■ ご挨拶                              

＜ひかり学園 総合施設長 藤崎 明様＞ 

皆様こんにちは。本日はお招きいただき、誠に有難う

ございます。先ほど出井会長からお話しがありましたよう

に、先日、お出で頂いた際に、「ひかり学園」と「第２ひか

り学園」の両方を見ていただきました。「槇の実会」は、平

成４年２月に設立されたのですが、設立の中心だった当

時の理事長や準備をされた方々は、千葉市にお住まい

でした。本当は千葉市に造りたかったようですが、土地

が高く手が出せない等の理由で多古町になったようです。

平成４年１２月に「ひかり学園」が出来、その４年後に「第

２ひかり学園」が出来て、併せて１００人の知的障害者が

在籍しておりますが、その内の４割が千葉市の皆さんで

す。私は、千葉市の障害者のスポーツ大会の役員をさ

せていただいておりまして、昨年の千葉国体やその前の

新潟国体には、陸上競技の監督として、千葉市の代表と

しても行かせて頂きました。 

千葉市の皆様とは昔から縁が深く、毎年“いきいきフェ

スタ多古”というイベントを行っておりますが、ベイＦＭで

も宣伝しておりますので、かなり大勢の方がいらっしゃい

ます。今年も１１月２３日に行いますが、バザーへの献品

のご協力、宜しくお願い致します。また、農作物の販売も

しますので今年も宜しくお願い致します。 

 

■ 入会式                              

栗原 和保会員（㈱千葉銀行 常務執行役員本店営業部長） 

             紹介者⇒吉田裕成会員・上田欽一会員 

 皆様、こ

んにちは。

３年前に木

更津ＲＣに

所 属 し て

いて楽しく

過ごした記

憶 が ご ざ

います。     山田ガバナー   栗原会員    出井会長 

また皆様と一緒にロータリー活動を頑張って行きたい

と思っておりますので、何卒よろしくお願い致します。 

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

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 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

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 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 



■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

・本日、１３時４０分からクラブ協議会がありますので多

くの皆様のご出席をお願い致します。 

・次週２６日の例会は、熊谷市長の卓話ですが、４０分

間欲しいとのことですので、点鐘時間を１０分間延長し

ますので宜しくお願い致します。 

 

■ ニコニコボックス報告                    

◇出井 清会員・伊藤 和夫会員 

国際ロータリー第２７９０地区ガバナー・山田修平様、

ガバナー補佐・三木敏靖様、本日はようこそ千葉南ＲＣ

へお出で下さいました。宜しくご指導の程、お願い申し

上げます。 

◇伊藤 和夫会員 

先週の１２日は定款により例会はお休みでしたが、親

睦委員会の計らいで、ゴルフ好きの会員が集まり、山武

郡横芝町にあるカレドニアンゴルフクラブで真夏の炎天

下、熱き戦いが繰り広げられました。優勝は、実力№１の

畠山会員。私は、まぐれでバーディを２つ取りグロス２位

でしたが、新ペリで第５位とニアピン賞を戴きました。美

人のキャディさんとメンバーに恵まれ、楽しい１日でした。 

◇植松 省自会員 

ガバナー・山田修平様、宜しくご指導の程お願い申し

上げます。 

◇水野 謙一会員 

本日は、山田ガバナー、三木ガバナー補佐、お忙し

いところ有難うございます。この一年間、ご指導の程、宜

しくお願い申し上げます。 

◇栗原 和保会員 

本日よりお仲間に入れて頂きます。宜しくお願い致し

ます。ガバナー公式訪問の日の入会ということで恐縮し

ております。 

◇竹尾 白会員 

ガバナー・山田修平様、公式訪問ご苦労様です。９月

１２日の「地区大会記念ゴルフ大会」に当クラブ親睦委員

長として閉め切りに間に合わず、エントリー出来ず誠に

残念です。相スミマセン。 

◇畠山 明則会員 

先日は、ゴルフコンペにて優勝させて頂きました。非

常についていました。暑い中で皆様ご苦労様でした。 

 

 

 

第２３２５回例会 

日  時⇒ 平成２３年８月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『未来を見据えた千葉市のまちづくり』 

卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人様 

第２３２６回例会 

日  時⇒ 平成２３年９月２日(金) 点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒ 村田 紀之会員 

■ 出席報告 (会員数３７名)                    

 

出席者数２７ 欠席者数１０ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ５ 修正出席率７７．１４％ 

 

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… 『ガバナーご挨拶』 

卓話者… 国際ロータリー第２７９０地区 

            ガバナー  山田 修平様 

 

皆さんこんにちは。 

７月１日にガバナー

に就任致しました、ガ

バナーの山田修平で

ございます。所属は、

第４分区の木更津東ロ

ータリークラブでござ

います。どうぞ宜しくお

願い致します。 

栗原さん、ご入会お

めでとうございます。栗原さんは、木更津ロータリークラ

ブにおられたということですね。先ほど、私の胸のバッチ

を贈呈致しましたが、これは私がクラブ会長をしている時

に当時のＲＩ会長が情報研究会に出席するために日本

に来られて、その時にいくつかのクラブの例会に出席し

たそうですが、あるクラブで入会式があった時にＲＩ会長

が新会員に自分の胸のバッチを贈呈したそうです。その

ことが「ロータリーの友」に掲載されたのを見た私は、これ

は良いことだと思いましてクラブ会長の時もそうしましたし、

ガバナーになってから栗原さんで４人目なのですが、新

会員さんにバッジを贈呈しました。沢山用意してあります

ので、大いに入会式にぶつかりたいなと思っております。

本日、クラブ協議会が終わりましたら、ガバナー補佐会

議があるのですが、その席で公式訪問の時にぜひとも

新会員の入会式をやって頂きたいとお願いしようと思っ

ております。 

「地区大会記念ゴルフ大会」ですが、２００名のエントリ

ーということで実行委員長がお願いに各クラブを訪問し

ましたら、お蔭さまで人数が埋まってしまいましたので、

お断りをせざるを得なくなってしまいました。申し訳ござ

いませんでした。事務局へ聞きましたら６０名ほどお断り

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 14,000 円 累計 235,000 円 

金の箱   300 円 累計 3,319 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― 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 9/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/14 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/8・15・22 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



したとのことでした。その中にこちらのクラブも入っている

とのこと大変失礼致しました。 

私は、本年度、“より強力な 魅力あるクラブに”を掲げ

させて頂きました。出井会長は、“より楽しく 誇り高いク

ラブであるために”という目標を掲げていらっしゃいます。 

チーム研修セミナー、会長エレクト研修セミナー（PETS）、

地区協議会の３大セミナーがありますが、そこでは“より

強力な 魅力あるクラブに”についてお話しさせて頂いた

のですが、私のクラブの会員から、「“より強力なクラブ”と

はどんなクラブを言うのか？」との質問を受けました。皆

さんは、どう思われますか？ 私は、“より強力なクラブ”と

は、会員全員がロータリーに精通して頂きたいと思いま

す。もう一つは、クラブの例会を厳粛にやって頂きたいと

思います。そして、会員増強。毎年、毎年、会員が増え

るようなそういうことが強力なクラブと言えるのではないだ

ろうかというお話しをさせて頂きました。 

 先ず、クラブの会長がロータリーに精通して頂きたいと

PETS でお話しさせて頂きました。そのためにはクラブの

例会での会長挨拶では、ロータリーの話をして頂きたい

とお願いしてあります。ロータリーの話をするためには、

ロータリーのことを調べなければ話せません。 

ロータリーの会長は、就任する１年半前に選挙される

わけですが、なぜこのように早く選挙されるのでしょうか。

それは、その１年半の期間にロータリーのことをしっかり

勉強しなさいということではないでしょうか。私のクラブで

は２年半前に選挙します。私は、この２年半で勉強させ

て頂きました。この２年半が私のロータリー人生の中で、

一番勉強した期間だったような気が致します。「手続き要

覧」や「ロータリーの友」、ネットでもいろんな情報がありま

す。そういうものを皆さんが勉強して身に付けて頂きたい、

会員研修の充実を実践して頂きたいと思います。 

 

 

 

≪山田ガバナーを囲んで記念撮影≫↓ 

 

米山梅吉さんは、“例会は人生の道場”であると言い

ました。１月にサンジェゴで一週間、ガバナーエレクトの

研修会である、国際協議会がありましたが、そこには「入

りて学び、出でて奉仕せよ」と書いてあるのです。楽しい

例会と言われておりますが、どういうのが楽しい例会なの

でしょうか。ガバナーエレクトの研修セミナーが２日間の

日程で９月と１１月にありましたが、朝から晩までロータリ

ーのことをガバナーエレクト同士でテーマを決めて話し

をするのです。終わってみると、もの凄く楽しかったなと

思うのです。国際協議会でも一週間、朝から晩までやる

のですが、これももの凄く楽しいのです。これが、“ロータ

リーを楽しもう”ではないのでしょうか。勿論、娯楽的に楽

しむのも良いと思いますが、楽しい例会というのは、皆さ

んでロータリーについて論じ、楽しかったなあと思うように

なって頂きたいというのが夢です。 

千葉南ロータリークラブの例会は素晴らしいなと思わ

れるような例会をやって頂ければと思います。 

 

  ≪クラブ協議会≫ 

 

 活発な意見が交わされ、

会員増強について明るい

兆しが見えはじめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


