
 ２０１３年１月第１週号 

第２３８７回 
平成２５年１月１１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                           

・千葉西ＲＣ／ 内貴 洲平様 

・米山奨学生／王  欣さん 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長       

 皆様、新年あけましておめでとうございます。

あと半年間、宜しくお願い申し上げます。 

 小野口さんにご入会いただき、大変嬉しく

思っております。 

下期の目標として、出席率の向上を目指

しておりますので、例会へのご出席と欠席さ

れた場合、必ずメーキャップをお願いしたいと思います。会

員増強につきましても、今後ますますご協力くださいますよ

う宜しくお願い致します。 

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

・新会員委員会所属の件 

 江沢会員、松尾会員⇒  親睦活動委員会 

 小野口会員⇒ 社会奉仕委員会 

・出席免除の件  川合柾栄会員⇒ 承認される。 

・創立５０周年記念事業、ブルゾン作成の件 

・クラブ運営資金会計報告 承認 

・12/15 忘年家族例会会計報告 承認 

・入会候補者の件  末吉淳子氏 承認 

 

 

 

 

■入会式                              

小野口 壽一会員 （紹介者⇒野城友三、鈴木美津江会長） 

 

この度、再入会させていただくことになり

ました。よろしくお願い致します。 

 ２０００年２月に入会させていただき、諸

事情により、２００７年８月に退会致しまし

た。その間に現鈴木会長に私と今関会員

が推薦者となり入会していただくことになりました。再入会

するなら鈴木さんが会長の時にと思って、この度の再入会

を決断させていただきました。また、大先輩の野城さんの下

でいろいろ経験を積んでまいりました。感謝しております。 

 皆様、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

■Ｒ財団寄付・米山功労者記念品伝達                

 

◇Ｒ財団寄付  

竹尾 白会員 

◇米山功労者 

                    末吉永久会員              

 

■幹事報告           杉本 峰康幹事       

・２５日(金)は、懇親夜例会となっております。 

 点鐘は、午後６時  会場は、ふぐ料理「生乃弥」(中央区

栄町）でおこないますので宜しくお願い致します。 

 

■１月度 会員誕生日祝い・結婚記念日祝い        

≪誕生日祝い≫ 

 １日 小野 成子会員    ５日 三宅  廣会員 

２０日 杉本 峰康会員   ２３日 吉田 隆之会員 

２５日 土屋 武次会員   ２５日 鮫島 永一会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

１６日 小野口 壽一会員  ２６日 北原 俊彦会員 

 

■ニコニコボックス報告                     

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願

い致します。あと半年・・・、全力で頑張ります。 

内貴洲平様、ようこそお出で下さいました。ごゆっくりお

寛ぎ下さい。 

       

国際ロータリー第２７９０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）



小野口さん、ご入会おめでとうございます。今後とも宜し

くお願い致します。 

★植松 省自会員 

皆様、新年おめでとうございます。 

寺澤さん、忘年家族例会の沢山の写真、有難うございま

した。 

 

■出席報告 (会員数４０名)                    

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇クラブ奉仕委員会          

竹尾  白委員長 

  皆様との親睦を重視した活動を行

いたいと思います。 

 小林プログラム委員長が企画した会

員ミニ卓話は素晴らしい企画だと思い

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

 

◇職業奉仕委員長          

 野城 友三委員長 

 職業奉仕委員会の上期を振り返って

みたいと思います。 

 本年度、田中ＲＩ会長、得意ガバナ

ー共々、職業奉仕員会をロータリー戦

略計画の優先項目の一つに掲げられ、

そして、「職業奉仕に生きることを話し

合い、語り合おう！」をテーマとされました。上期の職業奉

仕委員会としては、クラブの目的である「綱領」の推進を図

るよう努めました。昨年９月１１日に分区主催による」ロータリ

ー情報研究会」が開催されました。この席上にて、当クラブ

の職業奉仕委員長として発表を致しました。特に斎藤年度、

平成２６年に「創立５０周年」を迎えるに当たり、会員全員の

参加協力を得て成功させたい。また、市民の皆さんとも交

流出来る場を作り、会員増強に繋げたいと申しました。 

１０月１２日には、親睦活動委員会と協力し、職場訪問を

行いました。フジテレビとＡＬＳＯＫ本社を見学し、有意義な

一日を過ごしました。 

下期につきましては、２月１４日にインターシティミーティ

ングが開催されますが、なるべく多くの会員の皆様にご出

席願いたいと思います。 

 最後になりますが、昨年に新会員の研修を兼ねた懇親会

が行われました。今後もこういった語り合いの場を多く設け

ていただき、会員通しの話し合い、新会員さんとの交流が

大事であるということを今後の課題としたいと思いますので、

皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

◇創立５０周年記念事業実行委員会 

 野城 友三委員長 

  記念事業部会北原委員長と竹尾白副委員長が中心と

なり、都川の支流へ桜を植樹するということで、現在、進行

中です。移動例会として、２月２２日(金)に植樹を予定して

おりましたが、通常例会となります。今月中には、日程と植

樹場所が決定すると思いますので宜しくお願い致します。 

 

◇社会奉仕委員長           

吉田 裕成委員長 

皆さん、明けましておめでとうござい

ます。 

社会奉仕委員会の上半期の活動に

つきましては、会員皆様のご協力により

素晴らしい成果を上げることが出来まし

たことを感謝申しあげます。本当に有難

うございました。 

昨年、７月２２日(日)に「第１０回国際里山の集い」を開催

し、ロータリー財団国際親善奨学生、米山奨学生や市民の

皆様と我々ロータリアンが大勢集まり、盛大に開催されまし

た。里山の自然環境の大切さや国際親善への理解を得ら

れたと思います。また、長年に亘って支援を行っている「知

的障碍者更生施設・ひかり学園」には、農産物の購入やバ

ザーへのご協力をいただき、本当に有難うございました。 

下半期には、来年度に迎える千葉南ロータリークラブ創

立５０周年記念事業が行われますが、その一環としてＮＰＯ

法人「都川の環境を考える会」と提携協力をし、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たちの健全育成に

関する事業を行う予定でおります。そして、街づくりの推進

を通じて都川の水系の自然環境を守り、緑と水辺の再生を

図るための協力をしたいと考えております。 

次にＲＹＬＡ委員会と協力し、「第３６回ＲＹＬＡセミナー(ロ

ータリー青少年指導者養成プログラム)」への参加者を募り、

青少年育成のための支援を行いたいと思います。 

本年度のＲＩ会長は、「奉仕を通じて平和を」をテーマとし

て掲げておられます。社会奉仕委員会としては、今後、斬

新的且つ魅力的な社会事業奉仕を企画したいと思ってお

りますので、会員皆様のご提案をお待ちしております。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 415,000 円

金の箱 700 円 累計 7,882 円

出席者数３２ 欠席者数８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２  修正出席率 次回にて 

千葉ＲＣ 月 1/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 1/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/5・2/12 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/13 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 1/30・2/13 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/14 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/14 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



◇国際奉仕委員長           

寺澤 一良委員長 

国際奉仕委員会 

委員長：寺澤一良  

副委員長：竹尾白  

委員：金親博栄・大田和夫 

私たちロータリアンが、国際理解、親

善、平和を推進するために行っているさ

まざまな事が国際奉仕です。他国の人々、その文化、習慣、

業績、抱負、問題を理解すること、自分の地域社会で、また

旅行中、及び国際大会に出席中の個人的交流、読書と通

信、他国の人のためになるクラブ活動およびプロジェクト（ロ

ータリー財団を含む）への協力が国際奉仕だと考えられて

います。 

小委員会として 

青少年交換委員会 

 委員長：金親博栄 副委員長：向後保雄 

①ロータリー青少年交換に参加する学生は、最高 1 年間、

母国以外の国でホストファミリーと生活をともにし、学校に通

います。 

②対象者はいません。 

米山記念奨学委員会 

 委員長：大田和夫 副委員長：今関真人  

委員：国友忠一 

①日本のロータリーが進めている米山記念奨学制度に対し、

その寄付を会員に募るとともに、奨学生のカウンセラーをす

るなど金銭面だけの援助ではなく、物心にわたる援助を行

い、国際親善を深めます。 

②対象奨学生・王欣さん（中国）（カウンセラー：出井清会員） 

③寄付 

  ７月  １００，０００円 大田和夫会員 

  ８月１，０００，０００円 大田和夫会員 

 ８月  １００，０００円 寺澤一良会員 

 １１月   １００，０００円 伊藤和夫会員 

 １２月  １００，０００円 末吉永久会員 

ロータリー財団委員会 

 委員長：竹尾白 副委員長：吉田裕成  

①ＲＩが進めているロータリー財団活動に対し、会員に対し

て寄付の依頼をするとともに、Ｒ財団奨学生制度等、ロータ

リー財団活動の一端を担います。 

②対象奨学生：岡田茜さん（アメリカ）（カウンセラー：寺澤

一良会員） 

③寄付 

８月 １，０００ドル  寺澤一良会員 

 １１月 １，０００ドル  鈴木美津江会員 

 １２月 １，０００ドル  竹尾 白会員 

東仁川ロータリークラブとの親善活動 

 ５０周年に向けての親交クラブ担当部会長 担当委員長 

寺澤一良 

①５０周年記念事業に出来るだけ多くの会員を招請するた

めに、４月頃に当クラブから親善訪問を計画しております。 

以上、会員の皆様のご協力により、今年度の計画は着実

に進んでおりますことをご報告申し上げ、残る半年間、よろ

しくお願いいたします。 

◇新世代奉仕委員長          

植松 省自委員長 

奉仕の第５部門である新世代奉仕

には、新世代奉仕委員会と RYLA 委

員会が所属しております。新世代奉

仕委員会の構成員は、委員長 植松

省自、副委員長 畠山明則会員であ

り、RYLA 委員会の構成員は、委員長 

畠山明則会員、副委員長 大塚裕正

会員であります。 

 下期の具体的な活動計画としては、「第３６回シニアー

RYLA セミナー」への参加を予定しております。 

 「第３６回シニアーRYLA セミナー」は、３月１日（金）～３日

（日）（２泊３日）、千葉県鴨川青年の家にて開催されます。 

 参加者は、ロータリアン：各クラブ１名以上、青少年（２０歳

～３０歳）：各クラブ推薦男子１名以上、女子１名以上、合計

２名以上、となっております。 

RYLA とは、Rotary Youth Leadership Awards の略称で、

青少年を対象とする集中研修プログラムです。才能豊かな

若者たちが、ロータリーが主催するセミナー、キャンプ、また

はワークショップに参加し、数日間を過ごします。 

 

第２７９０地区では、毎年、歩行ラリーを中心プログラムに

据えて研修を行います。RYLA プログラムを通じて、若者た

ちは、楽しみ、友人をつくりながら、専門職務上の責務と人

間関係の問題について討議し、指導力と伝達力を磨き、 

事業や会社の制度を学び、ロータリアンと知り合うことがで 

きます。ロータリアンにとっては、指導者を育て、貴重な専 

門知識や技能を分かち合い、世代間の溝を埋める貴重な 

機会となるものです。 

RYLA の体験を通じて若者たち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。会員の皆様の

ご協力により、是非、青少年の参加を実現したいと思って

おりますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、社会奉仕委員会とのクロスプロモーションにつきま

しては、皆様から、ご意見、ご提案をいただいた場合には、

柔軟に対応したいとして、考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

第２３８８回例会 

日時⇒ 平成２５年１８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話⇒ ロータリーを知る会『職業奉仕について』 

卓話者⇒ 国際ロータリー第２７９０地区  

パストガバナー 齊藤 博様 

 

第２３８９回例会 

≪懇親夜例会≫          

日時⇒ 平成２５年１月２５日(金) 点鐘１８：００ 

会場⇒ ふぐ料理 「生乃弥」 

 


