
   ２０１１年１１月第２週号 

第２３３５回 
平成２３年１１月１１日(金) 点鐘１２：３０〈雨〉  

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『我等の生業』 

◆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 

・本日のゲストスピーカー／書家 田坂 州代様 

・千葉ＲＣ／ 大木 康司様 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１．次年度、理事・役員候補者について 

鈴木美津江会長エレクトより、発表。 

２．入会候補者の件 

大塚氏、承認される。 

３．新会員委員会所属について 

松崎章夫会員、親睦活動委員会へ所属。 

４．クラブ運営資金会計報告 承認される。 

５．10/14 秋季日帰り親睦旅行会計報告 承認される。 

 

１１/６日開催の地区大会へご参加の皆様、長時間に

わたり大変ご苦労様でした。地区全体の参加者は１，７０

０名、当クラブは全員登録とし、２６名参加予定中２０名

の方に出席して頂きました。なかなか充実した良い大会

だったと思います。私と伊藤幹事は、前日の全体会議へ

参加し、重田政信ＲＩ会長代理の「ロータリーの進化につ

いて」の講演を聴きました。重田ＲＩ会長代理のお話は、

非常に分かりやすい言葉でロータリーの内容を説いて下

さり、概ね理解することが出来ました。 

６日の本大会では、お茶の水女子大学名誉教授・藤

原正彦氏の『日本のこれから』と題して講演がありました。

“鉄は熱いうちに打て”と言いますが、教育については、 

 

子どもは小さい頃から何でも鍛えろということで、特に国

語、次に算数だと言われました。また、日本は特殊な国

なのだから「グローバル化」は要らない。欧米に倣わず

我が道を行け。今日本に必要なのは、「武士道」の中核

をなす「惻穏の情」。つまり、弱者、敗者、虐げられた者

への思いやりであり、共感と涙であると言われました。日

本人はもっと自信を持てということだと思いますが、勇気

が湧くようなお話しをされました。著書「国家の品格」「日

本人の誇り」を読んで頂ければ分かると思います。 

このような話しを聞くと、今話題のＴＰＰ交渉参加の是

か否か益々分からなくなってきます。 

 

■ 地区大会表彰者伝達                     

 

・ＲＩ会員増強・拡大賞受賞↓（榊原 行夫直前会長） 

 

 

 

 

 

 

・３０年以上１００％出席ロータリアン（３５年）  ↑ 

・長寿ロータリアン              野城 友三会員 

↓国友 忠一会員（９０歳） ↓土屋 武次会員（８７歳） 

おめでとうございます！ 

ますますお元気で！ 

 

■ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ（第２１回）米山功労者記念品伝達                          

  寺澤 一良会員 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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） 



■ 委員会報告                          

◇親睦活動委員会より（竹尾白委員長） 

≪忘年家族例会開催のご案内≫ 

  日時⇒ 平成２３年１２月１６日（金）点鐘午後６時 

  会場⇒ オークラ千葉ホテル  

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

◇「ロータリー活動の基本と国際奉仕」についての勉強

会を１１月１８日（金）例会終了後に行います。ご出席

宜しくお願いします。 

◇「千葉緑ＲＣ・忘年家族例会」開催のご案内 

   日時⇒ 平成２３年１２月１０日（土）点鐘午後６時 

   会場⇒ 三井ガーデンホテル千葉 

   会費⇒ １２，０００円 

参加ご希望の方は、事務局までお申し込み下さい。 

◇国際ロータリーバンコク大会が、２０１２年５月に開催さ

れますが、５月５日（土）１９：００～２１：００より、「千葉ナ

イトｉｎ国際ロータリーバンコク大会２０１２」が開催され

ます。ご参加出来ましたら宜しくお願い致します。 

◇次週の例会終了後、ひかり学園からの米・野菜の搬

入があります。ホテル駐車場入り口付近でお渡ししま

すので宜しくお願いします。バザー献品も宜しく。 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

本日のゲストスピーカー・田坂州代様、卓話をよろしく

お願い致します。 

１１/５・６日開催の地区大会には、全員登録、ご参加

有難うございました。 

 

 

■ １１月度誕生祝い・結婚記念日祝い                    

≪誕生祝い≫ 

 １０日 栗原 和保会員 １２日 畠山 明則会員 

 １５日 金親 博榮会員 ２４日 本田  博会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

  ３日 土屋 武次会員 １４日 橋口  徹会員 

 １５日 上田 欽一会員 ２５日 太田 和夫会員 

 ２８日 榊原 行夫会員 

 

■ 出席報告 (会員数３８名)                      

 

出席者数２８ 欠席者数１０ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２   修正出席率 ８１．５８％ 

 

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…『筆跡から読む人物分析』 

卓話者… 書家  田坂 州代様 

 

皆様こんにちは。本日はお招きい

ただき、有難うございます。タイトル

は仰々しいのですが、書にはその方

のお人柄が表れるということをお話

ししたいと思います。もっといえば、

その時の気分や健康状態まで表れ

ると思います。 

 一文字一文字の綺麗さというよ

りも全体の構成やバランスがとても

大事になります。 

 まずはこちらに並んでいる色紙の

中で自分がいいなあと思うものを聞

きますので挙手していただければと

思います。・・・・・・・・ 

 

（書家でない著名人の色紙を見ながら解説していただきました。） 

 
≪解説していただいた色紙≫ 
 

柳宗悦（民藝運動） 
熊谷守一（画家） 
武者小路実篤（小説家） 
勅使河原蒼風（草月流創始者） 
藤原弘達（政治評論家） 

 
海江田万里 
馬淵澄夫 
鹿野道彦 
前原誠司 
野田首相 
（日本記者クラブで恒例となっている総裁選出馬

者による揮毫より） 
 

中曽根康弘元首相 
（中曽根氏が後藤田氏に送ったものより） 

（文責 小林 透会員） 

 

 

第２３３６回例会 

日時⇒  平成２３年１１月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『米山奨学生の体験報告』 

卓話者⇒ ディサーナヤカ・ムディヤンセラーゲー様 

                       （スリランカ出身） 

第２３３７回例会 

日時⇒  平成２３年１１月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『美と健康と環境浄化』 

卓話者⇒ ㈱アクアＡｎ 代表取締役 佐藤 知秋様 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 1,000 円 累計 318,976 円 

金の箱  260 円 累計 7,131 円 

千葉ＲＣ 月 12/12・26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/20・27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/29・12/20 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/7・21・28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/8・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/8・29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


