
   ２０１２年４月第１週号 

第２３５２回 
平成２４年４月６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 

■会長挨拶及び報告        出井  清会長        

やっと春めいてきました。亥鼻公園の桜は、明日、明

後日が見頃だと思います。昭和の森や泉自然公園は、

再来週が見頃だと思います。 

４月は、ロータリー雑誌月間となっております。「ロータ

リーの友」や「ガバナー月信」が毎月配布されております

が、他地区の活動等が掲載されていて我々の活動にも

参考になることが多々あるかと思います。 

今月末には地区協議会が開催されます。いよいよ次

年度鈴木会長の出番です。昨年、私もハラハラしながら

地区協議会に臨んだことを思い出します。 

早いもので、今年度もあと３カ月となりました。５月には

一泊親睦旅行やバンコクでの国際大会へも参加します。

気を抜かずに６月を迎えたいと思いますので、引き続き

ご協力のほどよろしくお願い致します。 

【理事・役員会報告】 

１．入会候補者の件  永安氏、承認される。 

２．退会届けの件  上田会員、承認される。 

３．新会員委員会所属の件  

酒井会員、親睦活動委員会に所属する。 

４．都川の環境改善活動に関する協定書の件 

  ５０周年記念事業の一環として、桜の苗木を植樹する

に当たり、「ＮＰＯ都川を考える会」と協定を結び、成長す

るまでの間、賛助金を提供し管理をしていただく。 

 

■会長エレクト報告      鈴木美津江会長エレクト     

地区協議会が開催されます。 

 ４月３０日（月）点鐘１０：００（ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ幕張） 

 該当される方は、ご出席下さいますよう宜しくお願い致

します。 

■ロータリー米山記念奨学会より委嘱状伝達                            

 米山奨学生・王 欣さんカウンセラー  出井 清会員 

 

■委員会報告                            

◇職業奉仕委員会より（ 寺澤 一良委員長） 

『職場訪問及び親睦旅行』開催のご案内 

 日時⇒ 平成２４年５月２７日（日）～２８日（月）１泊２日 

        蘇我駅発 ０８：００ 千葉駅ＮＴＴ前０８：１５ 

 行き先⇒ 職場訪問… 小澤酒造 

JAXA 調布宇宙センター 

        宿泊先…  奥多摩温泉・三河屋旅館 

 会費⇒  １３，０００円 

大勢のご参加をよろしくお願い致します。 

■幹事報告               伊藤 和夫幹事    

地区広報・ＩＴ委員会より、“ロータリーは人類のため

に活動します”というポスターが届いております。ロー

タリーの活動が、５月１３日（金）２０：００より、千葉テレ

ビで放映されますのでぜひともご覧になって下さい。 

■ニコニコボックス報告                     

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

三宅会員、本日の卓話を楽しみにしております。宜し

くお願いします。 

３月３０日のホキ美術館での写実画観賞、チェルシー

コートでのフランス料理は如何でしたか？千葉緑ＲＣとの

楽しい合同例会でした。 

 

■４月度 会員誕生日祝い・結婚記念日祝い        

【誕生日祝い】 

３日 今関 眞人会員  ２９日 大塚 裕正会員 

【結婚記念日祝い】 

１日 小野 成子会員  １８日 松崎 章夫会員 

１９日 大塚 裕正会員 

  

 

 

 

 

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） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 1,000 円 累計 598,976 円 

金の箱  300 円 累計 20,766 円 



■出席報告 (会員数３７名)                      

 

出席者数３０ 欠席者数 ７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率 次回にて 

 

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… 『新人について』 

卓話者… 三宅 廣会員 

         

先ほどお話しが出ていた親睦会

旅行の行き先の調布の深大寺が私

の生まれ故郷です。生まれた調布は

近くに日活撮影所があって子供の

頃に映画のエキストラとして駆り出さ

れていた思い出があります。 

父は料理人でしてその関係で私の仲人は料理人の結

城貢さんでした。 

千葉で建築業を始めたわけですが、千葉の建築自体

がデザインの面や組織的な面で都会と比べて少し遅れ

ているように感じられます。今、自分が建築家として目指

しているのは、コストは別として、こちらにはないような家

を造ろうと考えています。 

家を見に来たお客様には、子供の前では夫婦喧嘩は

してはいけない。子供の勉強はリビングでさせた方が良

い。子供と一緒に本を読みなさい。などの教えをしてい

ます。私にも孫がおりまして、如何にうまく孫を育てるか

が私の課題だと思っています。と言いますのも子供の生

き方が良くないと思うのです。我々はバブル経済を味わ

った人間ですから何でもお金で解決をしようとしてしまい

ます。教育はお金だけではないと思います。この年にな

り、教育を重要視していきたいと思っています。 

建築ついては、千葉にはない家を中央区登戸などに

高級志向で造っています。メンバーの皆さんにもぜひと

も見ていただきたいと思います。 

９月にロータリークラブへ入会しました。たまたま入会

と同時に仕事が忙しくなり、ロータリーに入会したお陰で

仕事を受注することが出来たのも事実です。メンバーの

方からもっと例会出席の時間を作るように言われますが、

例会のある金曜日や月末は時間的に余裕がなく参加が

難しいものがあります。 

仕事の面では、自分から見たら子供のような社員の教

育をしなくてはならないのですが、なかなか上手く育ちま

せん。特に金曜日は、土・日を控えていて一番忙しい日

なのです。 

仲人である結城貢先生と知り合いになってから顔が非

常に広くなりました。先生が営業しているお店には、有名

人や芸能人が大勢来ます。ですから、自然にそのお客

様同士で会話が弾み、知り合いの輪も広くなってきまし

た。 

私が作る注文建築のイメージは、玄関を入ったら必ず

ゴルフバックが収納できるように靴クロークを作ること。リ

ビングには親子で勉強できる場所を作ること。子供部屋

には勉強机を置かないこと。お客様が来た時にトイレを

利用する際、洗濯物を見られないようにすること。洗濯機

設置場所と洗面所は必ず別々にすること。後から家の目

の前にマンションが出来ても日当たりが良いように吹き抜

けを作ることなどを心がけています。 

要は、自分の家に今、ないものを作りたいのですが、

千葉にはそのような発想をする建築屋が少ないと思いま

す。というのも、千葉では平らな場所に家を建てたがる傾

向があって、横浜では高台に作りたがる発想があるとの

違いから来ております。 

（文責 村田紀之会員） 

 

 

 

マメ知識 

 

深大寺といえば・・・ 深大寺そば！ 

江戸時代、深大寺周辺の土地が、米の

生産に向かないため、小作人はそばを作り、米の代わり

にそば粉を寺に納め、寺ではそばを打って来客をもてな

したのが、深大寺そばの始まりと伝えられています。 

 深大寺そばが有名になったのは、深大寺の総本山で

ある上野寛永寺の門主第五世公弁法親王が、深大寺そ

ばを大変気に入り、まわりの人々をはじめ全国の諸大名

にも深大寺そばのおいしさを言い広めたからのようです。 

そのため、深大寺そばの名が高まり、多くの家から深大

寺へそばの使者が立つほどになりましたので、深大寺そ

ばは「献上そば」とも言われています。 

（参考：調布市郷土博物館 テーマ展「深大寺そば」より 

 

 

 

       

第２３５３回例会 

日時⇒  平成２４年４月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『知って得する知的財産権』 

卓話者⇒ 小林特許事務所 小林 博様 

第２３５４回例会 

日時⇒  平成２４年４月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『車両の盗難対策について』 

卓話者⇒ 千葉南警察署 刑事課 

         課長  高荷 義一 様 

千葉ＲＣ 月 4/16 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 4/17・5/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/17・24・5/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 5/2・16・30 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 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 4/26・5/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


