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第２４１０回 

平成２５年７月５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／ 

直前会長 阿部紘一様 

直前幹事 花光和久様  パスト会長 内貴洲平様 

・市原ＲＣ／  

会長 泉水孝夫様   幹事 篠田美幸様 

 パスト会長 藤谷泰弘様 

・千葉港ＲＣ／ 

会長 岩澤和夫様  幹事 中谷行道様 

会長エレクト 藤田英司様 

・市原中央ＲＣ／ 

2007-2008 年度ガバナー補佐 宮野順功様 

会長 谷川 安男様  幹事 野田晴己様 

直前会長 池田兼雄様 

・千葉北ＲＣ／ 

 会長 大谷京子様  幹事 君塚幸申様 

 直前会長 榎本初雄様 

・千葉緑ＲＣ／ 

 パスト会長 松崎久夫様 パスト会長長嶋利忠様 

・ロータリー米山奨学生 トゥルムハドゥール・ウーレンさん 

・末吉永久会員ご友人／上林典子様 

 

◆乾杯                     
 鈴木美津江直前会長 

５０周年第１回目の例会に、大勢のお客様にお越しいた

だき本当に有難うございます。無事、５０年目を迎えられた

のは皆様のご指導ご協力のおかげだと思います。今年度 

 

は記念行事が多く、斎藤会長、植松

幹事は大変な年になると思いますが、

私たち会員は全力でご協力致しま

す。 

お客様には、来年４月４日（金）に

記念式典をオークラ千葉ホテルで執

り行います。心に残るお料理と楽しい

一時を計画しておりますので、是非お

出でいただきたいと思います。それでは、本日ご来会の皆

様のご健勝と千葉南ロータリークラブのこの一年が、素晴ら

しい一年になることを祈念いたします。 乾杯！ 

 

◆会長報告                   
新旧、理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１．2012-2013 年度決算報告  承認 

２．2013-2014 年度予算案の件 承認 

３．2013-2014 年度委員会構成の件 承認 

４．2013-2014 行事予定の件  承認 

８月４日(日)里山の集い開催 

５．退会届の件 川合会員、谷口会員 承認 

６．事務局について、前年までは週３日体制で勤務、今年

度は週４日、火曜日から金曜日の体制にする。 承認 

 

◆ご挨拶                    
 

≪千葉西ＲＣ／直前会長 阿部紘一様≫ 

千葉南ロータリークラブさんが、５０周年をお迎えになら

れるという記念すべき年でございまして、斎藤会長、植松幹

事が大役を担って一年間頑張って行かれることを心からお

二人に敬意を表します。ぜひ頑張ってください。来年１月ま

では行事も多いと思いますし、次年度役員が決まるまでは

大変でしょうが突っ走っていただき、２月以降は軽く流して

いただきたいと思います。鈴木直前会長は、先ほど司会、

乾杯をされましたが、お顔のほころびがぜんぜん違いまし

た。会長の時より肩の力が抜けて、今本当に良い感じでは

ないかと思います。さて、千葉西ロータリークラブは今年３８

周年でございます。１２年先輩クラブとして見ております。 

今後ともご指導をよろしくお願いしますとともに、千葉南ロ

ータリークラブさんの益々のご発展と会員の皆様のご健勝

をご祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。 

 



≪市原ＲＣ／会長 泉水孝夫様≫ 

千葉南ロータリークラブさんは、私どもの先輩クラブと考

えておりまして、その背中を見ながら付いて行っております。

今年度市原ロータリークラブも創立５０周年でございますが、

本日出席の当クラブ藤谷さんと、斎藤会長が創立４０周年

の幹事同期ということで、その時の話を伺いますと、まず千

葉南クラブさんの記念例会を勉強させていただいて、その

後に市原クラブの記念例会を開催するという段取りになっ

ていたようでございます。本年度も同じようにさせていただき

たく、４月の記念例会でしっかり勉強させていただいて、６

月に当クラブの記念例会を実施したいと考えております。 

宜しくお願いいたします。 

 

≪千葉港ＲＣ／会長 岩澤 和夫様≫ 

私も昨日、本年度第１回目の例会を開催し、バッジを着

けて本当のスタートを切ったところでございますが、斎藤会

長、植松幹事にはご出席いただき有難うございました。私ど

もは、来年３０周年を迎えますが、本日出席している藤田会

長年度に記念例会を開催しますので、宜しくお願い致しま

す。 

 

≪市原中央ＲＣ／会長 谷川 安男様≫ 

市原中央ロータリークラブさんと千葉南ロータリークラブさ

んは、鈴木直前会長の発案で５月に合同夜例会を市原で

開くことができました。大勢の方にご出席いただき、良い交

流ができ、本当に有難うございました。その時に鈴木直前

会長が、挨拶の中で９名の増員を果たされたこと、第３分区

Ｂの各クラブと合同例会を開催され、５０周年記念行事の案

内をされたことを聞き、私の今年度の活動に大きく影響致し

ました。 

私どもは、５０名の会員を長くキープしており、純増１名を

目標にしておりましたが、今年度は、５５名を目指しまして３

名増強の目標を立てました。また、メーキャップ、当クラブで

の夜例会、ゲスト卓話も活発にして、第３分区Ｂの皆様と機

会を共有したいと考えております。早速ですが、７月３０日

は、キリンホールディングス相談役で、元ＮＨＫ会長の福地

茂雄さんが、「変革の時代について」という演題で卓話をさ

れます。是非、ご参加いただきたいと思います。８月には、

「真夏の夜の夢」と題して、ジャズのバンドを呼んで大きい

家族例会を開きますので、こちらもご参加をいただきたいと

思います。また、千葉南ロータリークラブさんの５０周年記念

式典には全員登録をさせていただきたいと考えております

ので、宜しくお願い致します。 

本年度、第３分区Ｂの一員としまして、分区がまとまるよう

に微力ですがご協力させていただきます。有難うございまし

た。 

 

≪千葉北ＲＣ／会長 大谷 京子様≫ 

千葉北ロータリークラブは、今年ガバナー補佐を輩出し

ていることでもあり、一年間、一生懸命頑張りますのでご協

力をよろしくお願いします。また、今年は、ガバナーのテー

マが、「元気なクラブ作り」ということで、私はとても元気なの

ですが、クラブにあまり元気がないので、先頭に立って元気

で思いっきり楽しんで行きたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

≪千葉緑ＲＣ／パスト会長 長嶋 利忠様≫ 

鈴木直前会長、杉本直前幹事、１年間お疲れ様でした。

また、５０代目の斎藤会長とは、幹事を同期でやらせていた

だきましたが、今年は５０周年の記念年度に、幹事を以前

会長として仕えた植松さんにお願いされて相互に務められ

るとのこと、聞いてはおりましたが改めて大変だと思います

が一年間頑張ってください。 

 

◆感謝状伝達                  
   ロータリー米山記念奨学会より 

メジャードナー  吉田 裕成会員 

◆幹事報告                   
２３年ぶりで２回目の幹事を務めますので、ご支援のほど

宜しくお願い致します。クラブ全体、また、会員の皆様のセ

グレタリーとして、なんでもお申し付けください。 

・祝電をいただいておりますのでご紹介します。千葉幕

張ＲＣ直前会長の寺川様より、直前会長、幹事への慰労と、

現会長幹事に対する激励の電文でございます。 

 ・次週の例会は、石井ガバナー補佐訪問で、クラブフォー

ラムを開催します。五大奉仕委員長の皆様、宜しくお願い

致します。 

 

◆7 月度 会員誕生日祝い・結婚記念日祝い        

 ≪誕生日お祝い≫ 
   ２日 五十嵐 博章会員  ３日 国友 忠一会員 

  １６日 梅村 星児会員    

 ≪結婚記念日お祝い≫ 
  ３０日 国友 忠一会員 

 

◆ニコニコボックス報告             
 
千葉西ＲＣ／ 阿部紘一様、花光和久様、内貴洲平様 

『斎藤会長、植松幹事の門出を祝して。鈴木直前会長、

杉本直前幹事一年間ご苦労様でした。』 

市原ＲＣ／泉水孝夫様 

『斎藤会長、植松幹事、年度のスタートおめでとうござい

ます。お互い５０周年の節目の年度です。千葉南ロータリ

ークラブさんの周年行事を参考にさせていただきます。』 

市原ＲＣ／藤谷泰弘様 

『斎藤さん、会長就任おめでとうございます。１０年前幹

事同期ではお世話になりました。今回、またまた５０周年

の大役です。ご活躍を期待します。』 

市原中央ＲＣ／宮野順功様 

『斎藤会長、一年間頑張ってください。同期幹事会一同

応援しています。』 

市原中央ＲＣ／谷川安男様、野田晴己様 

『斎藤会長、植松幹事、新年度のスタートおめでとうござ

います。』 

千葉北ＲＣ／大谷京子様、君塚幸申様 

『ロータリークラブスタート例会おめでとうございます。５０

周年に向けて頑張ってください。一年間楽しく過ごしまし

ょうね。』 



千葉港ＲＣ／藤田英司様、千葉緑ＲＣ／長嶋利忠様 

千葉北ＲＣ／榎本初雄様、市原中央ＲＣ／池田兼雄様 

『斎藤会長、植松幹事、ご就任おめでとうございます。斎

藤会長と同期の幹事団としてお祝い申し上げます。』 

斎藤昌雄会長、植松省自幹事 

『第３分区Ａの千葉西ロータリークラブ 阿部様、花光様、

内貴様、ありがとうございます。第３分区Ｂより元ガバナー

補佐の宮野様はじめ、大勢のお客様にお越し頂きありが

とうございます。どうぞ、ごゆっくりお過ごしください。 

鈴木さん、杉本さん一年間ありがとうございました。今

後もご指導のほどお願い致します。千葉南ロータリークラ

ブの皆様、この一年間ご支援ご協力を切にお願い申し

上げます。』 

出井 清会員  

『千葉南ロータリークラブ創立５０周年の節目に当たる斎

藤会長、植松幹事年度の船出おめでとうございます。 

と、同時に、大いに期待をしています。私を含めＳＡＡ担

当４名、親睦活動委員会とともに例会をバリバリ盛り上げ

ていきたいと思います。会員の皆様、何卒よろしくお願い

いたします。』 

 

■出席報告 (会員数４２名)                    

 

出席者数３７ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２０ 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⇒ 会長挨拶 

卓話者⇒ 斎藤 昌雄会長 

 

ご挨拶の前に、各クラブの会長幹事の皆様、今週１週間

は各クラブを訪問され、本当にお疲れのことと思います。こ

のあとにバイオリン奏者をお迎えしておりますので、少し癒

していただければと思います。 

本日は、多くのお客様にご訪問いただき、私にとって何

よりの励ましでございます。本当に有難うございます。５０周

年を迎えるにあたりまして、２０１３-２０１４年度、千葉南ロー

タリークラブ第５０代会長を拝命させていただきました。その

責任の重さに身の引き締まる思いを致しておりますが、千

葉南ＲＣの歴史に恥じない、更なる歴史を積み重ねる一年

でありたいと願っております。 

殊に本年度は創立５０周年の記念すべき節目であります。

当クラブ創立の原点に立ち返り、設立時の先輩諸兄の思い

に心を馳せ、輝かしい歴史や伝統を振り返り、更なる未来

への展望へつなげていくという大きな責務があります。皆様

にご指導、ご協力を仰ぎ精一杯努めますので宜しくお願い

申し上げます。 

２０１３-２０１４年度のロータリーテーマは、“ENGAGE 

ROTARY CHANGE LIVES”「ロータリーを実践し みんなに

豊かな人生を」です。ロータリーを真に実践し、ロータリーの

奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、まず自身の人

生が豊かになり、更に自らを磨くことで身に付いたパワーは

自分自身のみならず、周囲のさまざまな方々の人生をも豊

かにするという考えです。 

関口徳雄ガバナーは、ロータリーの奉仕活動を邁進する

に当たり、「クラブが元気でなければならない」と申されてい

ます。奉仕と親睦【友愛】はロータリーの２本柱であり車の両

輪であり、奉仕と親睦の両輪が競うように力強く回っている

状態こそが「元気なクラブ」である所以とされています。 

そこで、今年度のクラブの活動方針を「奉仕」と「親睦」の

バランスの取れた実践とし、「明るく奉仕、楽しく親睦 そし

て元気ある千葉南ロータリークラブ」を目指します。 

更にガバナーは、親睦とは、「奉仕の心」を作り出すため

の例会の諸活動であり、例会はロータリアンが互いに切磋

琢磨しながら個々人の人格を磨き合う場として位置づけさ

れています。ですから例会は楽しくあらねばなりませんが、

且つ緊張あるものでなければならないということになります。

そこで今年度は、例会の在り方をクラブ活性化に繋がるよう

ひと工夫させたいと思っています。 

５０周年を契機にもっと活力のある魅力ある千葉南ロータ

リークラブになりますように会員皆様の知恵、力を結集させ

ましょう。どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。 

《本年度重点方針》 

１．「５０周年を５０名の会員で」の目標達成に向けて全会 

員で会員増強を目指す。 

２．会員同士の絆を築きもっと良く知り合うために親睦活 

動を積極的に行う。 

３．千葉南ロータリークラブの５０年を振り返るとともに、こ 

れからの千葉南ロータリークラブについて語り合う。 

 

 

         ミニコンサート♪ 

    ヴァイオリンﾆｽﾄ   野澤 玲子様 

 

第２４１１回例会 

＜クラブフォーラム＞ 

日時⇒ 平成２５年７月１２日(金) 点鐘１２：３０ 

第２４１２回例会 

 日時⇒  平成２５年７月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

 卓話者⇒ (株)二条丸八 白数 喜代明様 

          『日本の伝統美 着物』 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 52,000 円 累計 52,000 円

金の箱 400 円 累計 400 円

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/31 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 7/18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


