
 ２０１２年７月第２週号 

第２３６５回 
平成２４年７月１３日(金) 点鐘１２：３０〈くもり〉  

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                  

・第３分区Ｂガバナー補佐 田仲正道様 

・千葉西ＲＣ／会長 阿部紘一様、幹事 花光和久様 

      内貴洲平様 

 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長     

本日は、田仲ガバナー補佐をお招きしてのクラブフォ

ーラムを開催させて頂きます。五大奉仕委員長の皆様、

宜しくお願い致します。 

地区より、地区ホームページの一通りのメニューと機

能装備を完了しましたとの報告がございました。是非、ご

覧になって下さい。 

 

■ご挨拶                     

第３分区Ｂガバナー補佐・田仲正道様 

 皆様こんにちは。鈴木会長、杉

本幹事、ご就任おめでとうござ

います。先週の第一例会には大

阪へ出張のため出席することが

出来ず、申し訳ございませんで

した。貴クラブの伝統・格式等を

勉強させて頂くつもりでお伺い

したいと思いますので、一年間

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

千葉西ＲＣ・会長 阿部紘一様 

皆様こんにちは。今日はお祝い

にお邪魔させて頂きました。鈴木

会長さん、杉本幹事さんにはこの

一年、いろいろご苦労があるかと

思いますが、ぜひ、頑張って頂きた

いと思います。私どもも同じ立場

でありますので、お互いに連携を

取りながら協力してまいりたいと

思います。来年は５０周年をお迎え

になるということですが、本日お伺いしてみて歴史の重

みを感じさせて頂きました。先輩ロータリアンの皆様には

いろいろとご指導を頂きたいと思います。ＡとＢで分区が

違いますが、このような形で皆様にお会い出来ました事

を嬉しく思います。 

 

■ニコニコボックス報告                    

★ガバナー補佐・田仲正道様 

 本日は宜しくお願いします。 

★千葉西ロータリークラブ・会長阿部紘一様 

 鈴木会長、杉本幹事の船出を祝して 

★鈴木美津江会長、杉本峰康幹事 

ガバナー補佐・田仲正道様、千葉西ＲＣ・会長 阿部紘一

様、幹事 花光和久様、内貴洲平様、ようこそお越し下さ

いました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

★副ＳＡＡ・伊藤和夫会員 

皆さんこんにちは。出井年度では幹事を仰せつかり、無

事務め終えることが出来ました。これもひとえに会員の

皆様のご協力、ご指導のお陰です。今年度は、副ＳＡＡを

仰せつかりました。例会がより楽しくなるよう努力したい

と思います。宜しくお願い致します。 

★吉田裕成会員 

社会奉仕委員会では、環境活動の一環として、各委員

会と協力し、７月２２日（日）に「第１０回国際里山の集い」を

開催しますので、奮ってご参加下さい。 

 

 

       

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会報 

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 鈴木 美津江      幹 事 杉本 峰康          会報委員長 村田 紀之 

≪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 44,000 円 累計 62,000 円 

金の箱  565円 累計 665 円 



■出席報告 (会員数３７名)                    

 

出席者数２８ 欠席者数 ９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４   修正出席率 ８３．７８％ 

 

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 

 

 

■委員会報告                    

会員増強委員会より （塩谷邦昭委員長） 

会員増強についての詳細は、別紙にてお配りしている

新会員入会推進のお願いをご覧ください。 

地区協議会会員増強委員会活動計画にロータリーも従

来の発想を変えたクラブ運営によって強力な魅力あるロ

ータリークラブを目指そうとあり、 

１． 各クラブは 10％の会員純増  

２． 会員研修の充実  

３． 例会の充実 

クラブの会長が中心となり、ロータリー情報委員長 

クラブ研修リーダーを交えての例会プログラムの 

質の高い魅力あるクラブに育てるとあります。 

当クラブもこれに順じてやって行かなくてはならない

と考えます。最初からロータリーに精通している会員は少

ないので会員全員の総力で新会員を育てること。 

会長が毎例会の席上で会員増強を新会員に熱くロー

タリーを語ることにしてほしい。世界的にロータリーの会

員減少傾向にあります。私共の方針は会員増強のスイッ

チが常にオンに入っている。会長幹事は、奉仕活動を優先

して会員増強のムードを作り上げていく。時間が経つと他

力本願的になってしまうが、それを払しょくして会員増強

に努めてほしい。 

最近の企業体構造は合併あるいは撤退等変化がある

ので、出来るだけ地場産業を優先したクラブ運営が出来

ればよいと考えています。ですから、皆さん方のお取引先

に声をかけていただき、会員増強委員会だけでなく全員

で会員増強を心掛けて欲しいと思います。別紙でお配り

した資料に会員増強紹介カードがありますので９月７日ま

でに提出をお願いいたします。 

是非、皆さんの力を貸して下さい！！ 

親睦活動委員会より （大塚裕正委員） 

◆地区大会記念ゴルフ大会開催のご案内 

 日時⇒ 平成２４年９月２４日（月） 

 場所⇒ 鷹之台カンツリー倶楽部 

 登録料⇒ １０，０００円 

奮ってご参加下さい。 

◆納涼懇新夜例会開催のご案内 

 日時⇒ ７月２７日（金） 点鐘 午後６時 

 会場⇒ オークラ千葉ホテル 中庭 

是非、ご家族の皆様をお誘いいただきご参加下さい。 

国際奉仕委員会 （寺澤一良委員長） 

日韓親善会議が８/３１～９/１に東京で開催されます。 

東仁川ＲＣ・李東秀さんがこの会議に参加される予定です

が、９/２に帰国されまでの間、接待したいと考えており、

その打合せを例会終了後に行いますのでお集まり下さ

い。 

■幹事報告           杉本 峰康幹事   

７/２２（日）⇒ 第１０回国際里山の集い ９時半現地集合 

７/２７（金）⇒ 納涼懇親夜例会 点鐘：午後６時 

８/２４（金）⇒ 野球観戦例会 千葉マリンスタジアム 

８/２９（水）⇒ 移動例会 （市原ＲＣ訪問） 

 

 

 クラブフォーラム  

 

クラブ奉仕委員会      竹尾  白委員長 

本年度ＲＩ会長のテーマは、「奉仕を通じて平和を」もたら

すために積極的に活動すると掲げられています。各委員

会と連携を取り、あらゆる場面で奉仕を実践するようお

願い致します。会員増強、退会防止、特に会員増強には一

人一人、会員全員で協力するようお願いします。 

地域社会への奉仕では、ＮＰＯ法人都川の環境を考える

会との交流を積極的にするということで、２１日（土）にイ

ベントが行われますので積極的にご参加ください。鈴木

会長は、移動例会や時間変更などで工夫した例会を試み

ています。とても良いことだと思います。 

職業奉仕委員会       野城 友三委員長 

先般の地区協議会で指導を受けて参りました。本年度、

第２７９０地区と致しましては、得居ガバナー地区運営方

針が職業奉仕の推進を目視するものであるということ

でお話しがありました。それから、綱領の推進と職業奉仕

の更なる推進を強力に図って行きたいということですの

で、皆さん、ご協力の程お願い致します。 

「四つのテスト」は、毎週、唱和しておりますが、綱領に

ついては、あまり馴染みがないと思いますので、時間が

ありましたら、お目通しをお願い致します。 

当クラブの本年度の職業奉仕のテーマは、「職業奉仕

に生きることを話し合い、語り合おう！」と致しました。 

職業奉仕を通して友達を作り、その友達と話し合いな

がら職業人として社会奉仕をするということを目標にし

たいと考えております。一年間、宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会       吉田 裕成委員長 

社会奉仕委員会の活動方針ですが、ＲＩ会長の本年度の

テーマが「奉仕を通して平和を」ということですので、人

との出逢い、感謝の気持ちを大切にし、地域社会に根ざし

た活動を基本として平和な社会が築けるような奉仕活

動を行って行きたいと思います。 

① 環境活動の一つとして、各委員会と協力し、ロータリ

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/31 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/31 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 7/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/25 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 7/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ー財団国際親善奨学生、米山奨学生とロータリアン、

市民が協力して「第１０回国際里山の集い」を開催し、

里山での共同作業を行い、オープンスペースの良さ

を生かしたフランクな交流により、自然環境への理解

を深め、「千葉に来て（住んで）良かった」という体験

を通じて国際理解と親善による世界平和の実現を図

る一助としたいと思います。２０１２年７月２２日（日）に

行う予定です。 

② 来年度は、千葉南ロータリークラブの創立５０周年記

念事業が行われますので、その一環としてＮＰＯ法人

「都川の環境を考える会」と提携協力し、前年度の北

原委員長が推進してきた「桜の植樹」を行い、都川及

びその流域に対して、環境の保全及び子どもの健全

育成に関する事業を行い、まちづくりの推進を通して、

都川の水系の自然環境を守り、緑と水辺の再生を図

りたいと思います。 

③ 長年に亘って、支援している「知的障害者更生施設・

ひかり学園」に本年度も全面的に支援するとともに

会員への協力を呼びかけいきます。（農産物の販売・

バザーへの協力等） 

④ ＲＹＬＡ委員会へ協力し、「ＲＹＬＡセミナー」への参加

者を募り、青少年育成のための支援を行います。 

⑤ ７月７日に地区社会奉仕委員会及び新世代奉仕委員

会の合同セミナーが行われました。テーマは、「ロー

タリーは大震災に何が出来るか？」でした。その最後

に得居ガバナーの講評が行われ、奉仕について従来

の継続的な事業奉仕を踏襲するのではなく、ロータ

リーに斬新的な且つ魅力的事業奉仕を企画するよう

要請がありましたので、是非、皆様会員のご提案をお

待ちしております。 

 宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会       寺澤 一良委員長 

私は入会して３３年になりますが、国際奉仕委員長を仰

せつかったのは今回が初めてはないかと思います。 

先ほどお話しした日韓親善会議、これが、一番手はじめ

の国際奉仕の仕事だと思っております。 

国際奉仕部会の中には青少年交換委員会、米山記念

奨学会委員会、ロータリー財団委員会とありますが、この

各委員会はＲＩからのＤＤＦ、ロータリージャパンや２７９０地

区からの補助金によって活動するものであり、その理念

を理解し、会員自ら身近な所から奉仕活動が出来るよう

に各委員会が夫々の寄附の目標を達成する事が基本で

あるとの理解を求めたいと思います。 

 又、現行の唯一の国際交流は、東仁川ロータリークラブ

との交流であり、その交流を深めることにより、来る５０周

年記念例会には出来るだけ大勢の来訪を促したいと思

います。 

新世代奉仕委員会      植松 省自委員長 

 ２０１０年４月の規定審議会において新世代奉仕が５番

目の奉仕部門に決定されたことにより、新世代の若者達

にロータリー活動に積極的に参加してもらおうという考

え方は、以前にも増して強くなったと思います。 

≪活動方針≫ 

次代を担う青少年の健全なる育成を行うことは、ロ 

ータリーの目指す平和な理想社会の実現に不可欠のも

のであります。ロータリー青少年指導者育成プログラムＲ

ＹＬＡは、参加者にとって、リーダーとしての指導力を発揮

していくのに必要なスキルを身につけるチャンスになると

考えられます。ＲＹＬＡの体験を通じて青少年が健全なる

指導者に育ってくれるようにバックアップしたいと思いま

す。 

≪活動計画≫ 

２０１３年３月に開催される第３６回 RYLA シニア・セミナ

ーへの参加者を募り、青少年指導者の健全な育成を支援

したいと思います。 

≪クロスプロモーションについて≫ 

７月７日に開催された社会奉仕委員会・新世代奉仕委員

会合同セミナー（テーマ『ロータリーは大震災に何が出

来るか』）において、得居ガバナーは、社会奉仕委員会と

のクロスプロモーションとして、地区内の震災被害に対す

る支援を提案されています。 

 現在のところ、このクロスプロモーションに関しては五

里霧中の状態でありますので、皆様からご意見・ご提案を

いただけたら、と思っております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

ロータリーの綱領 

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理

想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成す

ることにあります。  

• 第 1 奉仕の機会として知り合いを広めること。   

• 第 2 事業および専門職務の道徳的水準を高め

ること。あらゆる有用な業務は尊重されるべき

であるという認識を深めること。そしてロータリ

アン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、

その業務を品位あらしめること。  

• 第 3 ロータリアンすべてが、その個人生活、事

業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用

すること。  

• 第 4 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務

に携わる人の世界的親交によって、国際間の理

解と親善と平和を推進すること。 

 

       

第２３６６回例会 

日時⇒  平成２４年７月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

≪第１回 「ロータリーを知る会」≫ 

 ロータリー情報委員会  委員長 出井 清 

第２３６７回例会 

≪納涼懇親夜例会≫ 

日時⇒ 平成２４年７月２７日(金) 点鐘１８：００ 

 会場⇒ オークラ千葉ホテル 中庭 


