
 ２０１３年３月第１週号 

第２３９４回 
平成２５年３月１日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉  

   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                           

・千葉若潮ＲＣ／石井勝利様、駒崎節弥様、中村光男様 

・千葉緑ＲＣ／ 会長 中島東一様、郭 福男様 

・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、こんにちは。本日は大勢のお客様にお出で頂き、

有難うございます。どうぞごゆっくりお寛ぎ下さい。 

先週２２日は、例会を変更して桜の植樹をさせて頂きまし

た。皆様、お寒い中ご参加いただき有難うございました。Ｎ

ＰＯ法人環境を考える会の皆様にご協力を頂きながら、２８

本のソメイヨシノの苗木を植えることが出来ました。満開の

桜の並木道・・・というふうになると嬉しいなと思っております。

しかし、植えただけではなくて、これからが大変です。「環境

を考える会」の皆様のご指導を受けながら、植樹後の管理

を次年度、次々年度と頑張って行きたいと思います。今回

ご活躍頂いた北原会員、竹尾会員、本当に有難うございま

した。 

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１． 千葉北ＲＣ訪問例会は、夜例会となりました。 

日時 ４月１０日(水)点鐘１８：３０ 

会場 ホテルポートプラザちば 

２． 市原中央ＲＣ訪問例会 

日時 ５月２８日(火)点鐘１２：３０ 

会場 五井グランドホテル 

３． 最終例会の件 

日時 ６月２７日(木)点鐘１８：００ 

会場 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ 

４． クラブ運営会計報告  承認 

５． ロータリー米山奨学生の件 

６． 事務局ＦＡＸ故障のため新しく導入 承認 

 

■ご挨拶                             

千葉若潮ＲＣ・中村光男様 

  こんにちは。私はこちらの伊藤会員の義理の弟になりま

す。千葉県でロータリーの野球チームが７～８チームあるの

ですが、その中で優勝しますと５月位に甲子園で全国のチ

ームと戦うことになります。我がチームはぎりぎりの人数でど

うにかやっておりますが、今まで３回甲子園に行っておりま

す。お話しによりますと野球をされていた会員さんもおられ

るということですので、親睦を通じてロータリーの活動に何

かプラスになることがあるかも知れません。是非ともご一緒

にやっていただければと思います。今後とも宜しくお願い致

します。 

千葉緑ＲＣ・会長 中島東一様 

こんにちは。日頃は大変お世話になっており、有難うござ

います。本日は、来月開催のチャリティーコンペには多くの

皆様にご参加登録を頂き、そのお礼を兼ねてやって参りま

した。今年でチャリティーコンペは、第６回目を迎えますが、

地域の青少年に何か役立つ方法はないかと考え、野球、

サッカー、ボーイスカウトの３団体に寄付させて頂いており

ます。有難うございました。 

ロータリー米山奨学生・王 欣さん 

 皆様、こんにちは。皆様の前で初めてご挨拶出来たのは、

去年の６月でした。ドキドキしながら第１回の例会に出席し、

そして楽しみながら皆さんとのお付き合いが始まりました。 

時の流れは早いもので、もう１年が経ちます。皆様のお

蔭でとても有意義な留学生活を過ごさせていただくことが

出来ました。皆様からのご支援で経済的な負担が軽減され、

研究に専念することが出来、博士号を取ることが出来ました。

研究に躓いたとき、家族が恋しくなったとき、毎月の例会や

納涼例会、懇親会、クリスマス例会に参加させて頂き、家族

の皆様と交流することが出来、たくさんの感動と沢山の元気

をいただきました。まったく新しい世界で視野が広がり、自

分が少しづつ変わってきたのが感じられます。今まで学ん

だことを生かし、精力的に医薬品開発の仕事に取り組みた

       

国際ロータリー第２７９０地区 
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いと思います。そしてなりたい自分に向って頑張って行きた

いと思います。大変お世話になり、有難うございました。 

 

■委員会報告                          

出席委員会より (永安重治副委員長) 

≪２０１２-２０１３年度上期出席報告≫  

皆出席賞１９名 

 

■ニコニコボックス報告                     

★中島 東一様、郭 福男様 

こんにちは！ ４月１５日の千葉緑ＲＣ主催のチャリティー

コンペには、大勢様のご参加申し込みを頂き、有難うござ

います。 

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

千葉若潮ＲＣより、石井様、駒崎様、中村様、千葉緑ＲＣ

より、中島会長、郭様、ようこそお越し下さいました。ごゆっ

くりお寛ぎ下さい。 

石井会員、卓話を楽しみにしております。宜しくお願い致

します。 

寺澤さん、いつも写真を有難うございます。 

★伊藤 和夫会員 

先日の父の葬儀に際しまして、ご丁重なるご芳志、ご

供花を賜り誠に有難うございました。深く感謝申し上げま

す。父は、「例え、人に騙されることはあっても人を騙す

ようなことをしてはならない」と、私ども家族に常々申して

おりました。そして、会社経営をするに当たり、「信用は

無限の資本なり」「奉仕を先にし、利を後にす」という社

訓を守り、口数の少ない人でした。 

足元の悪い中、ご会葬賜りましたこと、重ねて感謝申

し上げます。 

★植松 省自会員 

鈴木会長、寺澤さん、写真を有難うございました。また、

３月７日が誕生日ですが、会より何か頂けるそうですので、

先にお礼申し上げます。有難うございました。 

★末吉 淳子会員 

 “願わくば、花の下にて春死なむ”という西行の歌が大

好きで、桜にはことのほか縁を戴きたいと思っております

ので、桜の植樹は本当に嬉しゅうございました。有難うご

ざいました。 

★花澤 衛会員 

先日の母の葬儀に際しましては、会員の皆様に大変

お世話になり、有難うございました。 

 

■３月度会員誕生日祝 ・結婚記念日祝い          

≪誕生日祝い≫ 

２日 野本 富美子会員  ７日 植松 省自会員 

２９日 花澤 衛会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

  ３日 向後 保雄会員   ５日 吉田 裕成会員 

２１日 小林 透会員   ２５日 鮫島 永一会員 

２７日 今関 眞人会員 

■出席報告 (会員数４３名)                    

 

出席者数３２ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ５  修正出席率１００ ％ 

 

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⇒ 『自己紹介』 

 卓話者⇒ 石井 慎一会員 

本日は、時間も短いので、自己

紹介をします。 

私は、昭和４１年に千葉出身の

両親のもと、千葉市で生まれました。

小・中・高と地元の公立校で、中学

は新設校で怖い先輩がいなかった

のが良かったなと思っています。 

高校は、千葉南ロータリークラブにも先輩がたくさんい

らっしゃる県立千葉高校で、野球部に入っていました。 

２年の夏にはベスト１６となることができ、その時のサヨ

ナラヒットが良い想い出となっています。 神宮球場で早

慶戦を観戦したことがきっかけで、六大学で野球をやる

ことを決意し、１年浪人して東大を目指しました。２年の

秋に明治戦でホームランを打ったこと（平塚投手は阪神

では打者転向してしまったのが残念です）、早稲田の小

宮山投手（まさかプロから大リーガーになるとは思いませ

んでした）からヒットを打ったことなど、思い出されます。 

大変短いですが、時間となりましたので、自己紹介を

終わります。これからもどうぞよろしくお願いします。 

                      (文責 村田紀之会員) 

 

 

 

第２３９５回例会 

日時⇒ 平成２５年３月８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『ホスピタリティー  

お客様あってのサービス』 

卓話者  ⇒ 長谷川 信比己様 

第２３９６回例会 

≪ロータリーを知る会≫ 

日時⇒ 平成２５年３月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『職業奉仕について』 

卓話者  ⇒ 国際ロータリー第２７９０地区 

         職業奉仕委員会 委員長 海寶 勘一様 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 31,000 円 累計 640,000 円

金の箱 20 円 累計 9,452 円

千葉ＲＣ 月 3/11・18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/19 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/12 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ― 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 3/14・28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


