
 国際ロータリー第２７９０地区 

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〕斎藤 昌雄      〔幹 事〕植松 省自        〔会報委員長〕 永安 重治    

〔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） 

 

第２４１１回 

平成２５年７月１２日（金）点鐘１２：３０≪晴れ≫ 

◇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                   
・国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ｂ 

   ガバナー補佐 石井 七郎様 

・市原ＲＣ／会長エレクト 宮地 勝廣様 

   副幹事 本郷 雅嗣様  パスト会長 津留 起夫様 

・千葉緑ＲＣ／会長 岩村 衛様 幹事 土橋 昌江様 

         直前会長 中島 東一様 

 

◆会長挨拶及び報告               
今年は梅雨明けが早く猛暑が続いておりますので、皆さ

ん健康には十分注意していただきたいと思います。 

国友さん、９２歳のお誕生日おめでとうございます。どうぞ

体調に気を付けてお過ごし下さい。 

本日は、第３分区Ｂガバナー補佐・石井様にお出でいた

だき、クラブフォーラムとなっております。各委員長さん、宜

しくお願い致します。 

１０年前の４０周年の時に、千葉北ＲＣの栗原さんがガバ

ナー補佐でした。そして、５０周年の今年も千葉北ＲＣの石

井様がガバナー補佐ということで、当クラブの周年行事にご

縁があるようです。 

今週の火曜日に幹事と伴に市原中央ＲＣに挨拶に行っ

てまいりました。これで、第３分区Ｂの各クラブすべてに行っ

たことになります。訪問の際に当クラブの前年度の会員増

強が８名だったことが話題になっておりました。 

２年前、５０周年に向けての委員会を立ち上げ、“５０周年

に５０名の会員を”ということで活動してまいりました。今年が

最終年になりますので、しっかり活動してまいりたいと思い 

 

ます。さらに、前年度は各クラブに移動例会で訪問しました

が、これが大変好評で、各クラブとも今年は、当クラブをぜ

ひ訪問したいとの話をいただいております。 

市原ＲＣさんも５０周年を５０名でやりたい、市原中央ＲＣ

さんは、いつも５０名前後いるのだが純増３名を目標にする

など、当クラブの活動を通して、第３分区Ｂの活性化に繋が

れば良いなと思います。 

先週の例会後、会員増強について会合を行いました。限

られた時間で行うために会全員で意識を持って動かなけれ

ばなりません。近くにどなたか入会候補者がいらっしゃれば、

会長、幹事、会員増強委員長に是非、連絡して欲しいと思

います。また、最近の会員増加に伴い、新入会員の早期退

会を防止することが大切だと思い、早い時期に新入会員に

お集まりいただき、意見を聞く機会を持ちたいと思っており

ます。入会したがロータリークラブのイメージが違うといった

お話もあるようなので、新人会員の意見を聞いてクラブを活

性化させて行きたいと考えております。 

 

◆ご挨拶                    
第３分区Ｂガバナー補佐  石井 七郎様 

斎藤会長さん、植松幹事さんのご

就任を心からお祝い申し上げます。 

本年度のＲＩのテーマは、「ロータリ

ーを実践し みんなに豊かな人生を」

です。ロータリーの価値観を生かすこ

とを決意すれば、自分がいかに素晴

らしい影響をもたらすことができるかと

いうインスピレーションやパワーが湧いてくると言っています。

毎年同じようなテーマがありますが、それには訳があります。

ロータリーの土台である価値観が大事であるからです。価

値観とは、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップが

原点になります。これらの活動を地域、社会に広めていく努

力が必要と言っております。 

ＲＩのテーマを基に関口ガバナーは、次のような七つの指

針を立て、千葉が元気になるようなクラブを目指すと仰って

おります。 

 

１．「奉仕」と「親睦」のバランスのとれた実践 

２．「元気なクラブ」を目指して 

  例会の重視（出席と親睦の充実） 

  趣味の親睦活動をより活発に（退会防止） 



３．社会奉仕運動「０クラブ」を無くしたい 

４．会員増強 

  ３，０００名を超えたい 

５．財団に対する意識改革 

６・公共イメージ 

  ロータリーとは何であり、何をしているかを伝えたい 

７．情報委員会 

  地区主催で「情報研究会」を開催。各クラブで充実し

たオリエンテーションが出来る会員の再養成（退会防

止につながるように） 

 

千葉南ＲＣさんは、今年度、５０周年を迎えられますこと、

おめでとうございます。ガバナー補佐として名を汚さないよ

う、精神誠意尽くして頑張って行きたいと思っております。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

市原ＲＣ・会長エレクト 宮地 勝廣様 

 

 私は、ロータリーに入会して約６年になり

ます。来年、会長をやらせていただきます。

今後、先輩の指導を受けながらやっていく

わけですが、ガバナー補佐が言われたよう

にロータリーを汚さないようにやって行きた

いと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

千葉緑ＲＣ・会長 岩村 衛様 

 

ロータリーに入会し、１３年になります。

千葉緑ＲＣは、創立１６年になります。１６年

といえば、高校一年生です。あと４年で成

人を迎えます。その頃には我々も一人前

の成人になっていたいと思います。 

 宜しくお願い致します。 

 

◆委員会報告                  
 

親睦活動委員会より (杉本 峰康委員長) 

１０月７日(月)、地区大会記念ゴルフ大会が開催されます。

詳細は、後日お知らせしますが、是非、予定に入れておい

ていただければと思います。 

 

ロータリー財団親善奨学生近況報告 

寺澤一良カウンセラーより、岡田さんの近況報告あり。 

 

都川アドベンチャー開催のご案内 (北原 俊彦会員) 

日時⇒ ７月２０日(土) ９：００～１４：００ 

場所⇒ 都川水の里公園 

 

◆幹事報告                   
テーブル上にカットされているメロンは、江沢会員より特

別にお持ちいただきました。有難うございます。 

（江沢会員の故郷の同級生が作られたメロンで、長生郡長

生村産とのことです。） 

◆ニコニコボックス報告             
 

≪ガバナー補佐 石井 七郎様≫ 

会長・幹事様のスタートを祝しまして、ガバナー補佐が公

式訪問に来ました。よろしく！ 

≪千葉緑ＲＣ・会長 岩村 衛様≫ 

千葉緑ＲＣの岩村です。いつもくだらぬ話しをしてしまい

申し訳ありません。本日は、親クラブさんにお邪魔しました

ので、真面目にやらせて頂きます。一年間、宜しくお願い

致します。 

≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

ガバナー補佐・石井七郎様、本日は、よろしくご指導の

程、お願い申し上げます。 

市原ＲＣより、次年度会長・宮地様、幹事・本郷様、パスト

会長・津留様、千葉緑ＲＣより、会長・岩村様、幹事・土橋様、

直前会長・中島様、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。 

５大奉仕委員会委員長の皆様、クラブフォーラムでの発

表を宜しくお願い致します。 

≪国友 忠一会員≫ 

満９２歳になりました。ロータリーに感謝しています。 

≪小林 透会員≫ 

今期初出席です。秋位までバタバタしておりますので、

ごめんなさい・・・。 

≪杉本 峰康会員≫ 

斎藤会長、植松幹事、ご就任おめでとうございます。 

スタートの第１例会に欠席してしまい、申し訳ありません

でした。今年度、親睦活動委員長として精一杯頑張ります

ので、委員の皆様はじめ、会員の皆様のご協力を賜りたい

と思います。 一年間、宜しくお願い致します。 

 

 

 

■出席報告 (会員数４２名)                    

 

出席者数３４ 欠席者数８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ７ 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。 

 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 17,000 円 累計 69,000 円

金の箱 211 円 累計 611 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 ― 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 



クラブフォーラム 

 
【クラブ奉仕委員会】    伊藤 和夫委員長 

 

 斎藤会長のテーマである、「明るく 楽し

く 元気に５０周年を迎えよう」に沿って、ク

ラブの活動をより活発にするため、各委員

会との連携を密にし、相互協力し合い、な

お一層の会員同士の親睦を図りたいと思

います。 

尚、本年度は５０周年の大きな節目に当たり、会員増強

に関しては、会員全員に協力をお願いしたいと思います。 

又、ロータリークラブのイメージアップを図るため、クラブ

の活動を会報及びメディアを通じ、人々にアピールする広

報活動を推進するとともに全会員がロータリーライフを楽し

むよう努力致します。 

 

【職業奉仕委員会】    寺澤 一良委員長 

 

職業奉仕活動は、ロータリーの基本で

すから、先人の残した「四つのテスト」に

照らしてロータリーの目的である「職業上

の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は、

全て価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業

を高潔なものとすることを実践する」をあ

らゆる活動計画の機会と捉え、会員と話し合い啓豪する機

会としたいと思います。 

１．「奉仕の理念」が、ロータリアンの心であると「職業奉仕

の精神を学び合い、ロータリアンの心を輝かせよう」との

地区からの呼びかけに応じて、地区と話し合いの上、地

区または地区で選んだ講師を招いて卓話をしていただき

ます。 

２．１０月１２日(土)、上総アカデミアホールにおいて、地区

を４つのゾーンに分けて、職業奉仕セミナーが開催され

ます。また、下期には、地区全体の講演会プラスフォーラ

ムの開催が予定されています。これらのプログラムに全

会員が参加できるよう奨励したいと思います。 

３．「四つのテスト」を毎例会時に唱和します。 

４．親睦活動委員会と協力して、職場訪問を実施したいと

思います。 

 

【社会奉仕委員会】    塩谷 邦昭委員長 

 

各委員会との交流を深め、活動を支援

して行きたいと思います。 

・知的障害者更生施設「ひかり学園」への

支援活動を行います。 

・地球環境として若木を育む「国際里山の

集い」を各委員会と協力し、地域の人々と

も交流して行きます。 

・創立５０周年記念事業として、「ＮＰＯ法人都川の環境を考

える会」とも交流を深め、支援活動を行います。 

 

【国際奉仕委員会】    吉田 裕成委員長 

 

国際奉仕委員会の中には、米山記念

奨学委員会とロータリー財団委員会があ

りますが、この各委員会は、地区財団活

動寄付(ＤＤＦ)や米山記念奨学会寄付に

よって活動するものでありますから、その

理念を理解し、会員自ら身近なところか

ら奉仕活動が出来るように各委員が夫々

の寄付の目標を達成することが基本であるとの理解を求め

たいと思います。 

本年度は、モンゴル出身のウーレンさんを米山奨学生と

してお世話をすることになりました。ウーレンさんが数多くの

例会に出席していただけるよう配慮し、快く勉学に励めるよ

う援助し、国際親善と相互理解を深めるとともに日本に勉強

に来て良かったと思われるよう一層の努力をしたいと思いま

す。 

「第１１回国際里山の集い」 が、８月４日(日)に開催され

ます。ロータリー米山奨学生、ロータリー財団奨学生の学

友に参加していただけるよう連絡をし、国際親善交流に努

めていきたいと思います。 

本年、１０月１９日・２０日に開催される「日韓親善会議（ソ

ウル）」に大勢出席し、国や民族間の友情を推進することで、

世界平和に貢献したいと思います。 また、東仁川ロータリ

ークラブが計画しております、グローバル補助金の申請が

実現出来るよう協力し、千葉南ロータリークラブ創立５０周

年記念式典には大勢の来訪をお願いしたいと考えておりま

す。 

 

【青少年奉仕委員会】    金親 博榮委員長 

 

 ロータリーの目指す、世界平和実現の

礎となる次代を担う若者に、地域社会か

ら国を超えた環境問題まで視野を広げ、

理解促進支援活動を行いたいと思いま

す。 

 地域内外の青少年奉仕活動に積極的

に参加し、クラブ内においては「第１１回

国際里山の集い」等への若者の参加を促したいと思いま

す。 

 ＲＹＬＡセミナーへの参加を今年も実施したいと考えてお

りますのでご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

 

 

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』 

第２４１３回例会 

＜懇親夜例会＞ 

日時⇒  平成２５年７月２６日(金) 点鐘１８：００ 

会場⇒  オークラ千葉ホテル 中庭 


