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第２４３８回 

平成２６年２月７日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇国家斉唱    『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 
 
 
◆会長挨拶及び報告     竹尾 白会長エレクト               

本日は斎藤会長が風邪のためお休みですので、代理

を務めさせていただきます。理事会報告・その他につい

て植松幹事から報告をしてもらいますので宜しくお願い

します。 

◆ロータリー米山記念奨学会より感謝状伝達          

・米山功労者・感謝状 

第２３回目  寺澤 一良会員 

◆ガバナーエレクトより仮委嘱状伝達                   

・地区月信委員会編集委員   出井 清会員  

・地区奉仕プロジェクト委員会・社会奉仕委員会委員 

                    植松 省自会員 

◆委員会報告                           

≪出席委員会≫  花澤 衛委員長 

２０１３-２０１４年度上期皆出席者は２０名です。引き続

き出席率向上にご協力をお願いします。帰りに記念品を

お渡しします。 

≪会報・広報・ＩＴ委員会≫  永安 重治委員長 

昨日、地区の「広報公共イメージアップセミナー」が開

催されました。趣旨は、インターネットの活用、ホームペ

ージやフェースブックを活用してロータリーの広報を積

極的に発信していこうということです。インターネット開設

クラブが第 2790 地区では、約 50％と低いため、もっと積

極的に取り組んでほしいと言うことで、簡単にホームペー

ジを作成する手順や、フェースブックの解説手順が説明

されました。千葉南ロータリークラブは、すでにホームペ

ージとツイッターを併設しており、今はフェースブックまで

広げる必要がないので様子を見ることとします。 

 もうひとつの報告として、ロータリーのロゴ変更「新しい

ビジュアルアイデンティティ『視覚的アイデンティティ』導

入」が案内されました。1 月 29 日に第 2790 地区斉藤博

昭地区幹事長から事務局にメールも入っており、変更で

きるものから着手するようにとの伝達です。変更されない

ものは、徽章（バッジ）だけです。旗等予算のかかるもの

は再作成などの機会を捉えて実施、定期印刷物は年度

の変わり目で切り替え、単発印刷物やホームページ等

は速やかに対応して欲しいとの案内でしたのでご報告し

ます。 

         新しいロゴ ⇒ 

 

≪会員増強委員会≫  北原 俊彦委員長 

 本日の理事会において、4 名の新入会員候補者が承

認されました。これで、50 名になる予定です。しかし更に

2 名は追加増強したいと考えておりますので、引き続き

皆様のご協力をお願いします。 

≪クラブ奉仕委員会≫  鈴木 美津江委員長 

 2 月 5 日（水）18：30 から当オークラ千葉ホテルで、オリ

エンテーションを実施しました。新人会員 8 名、ベテラン

会員 4 名と私を加えて 13 名での開催でした。大変和や

かで質問も活発になされ、中締めが終わってもしばらく

会話が続く、大変良い会になったと感じています。 

今回は第 1 回目でしたので、時間を見て今後入会さ

れる方も含めた第 2 回オリエンテーションを開催する予

定です。次の会への積極的参加をお願いいたします。 

 

◆幹事報告                            

◇本日の理事役員会報告を行います。 

・入会候補者の４名の方が承認されました。会員各位に

は、今日付けでご案内いたします。 

・職業分類で代替医療、食品販売を追加しました。 

・地区委員の依頼に対して出井会員と私がそれぞれの

地区委員として出ることになりました。 

・ロータリー米山奨学生世話クラブとカウンセラー引き受

け依頼について、現在の奨学生ウーレンさんが 3 月で卒

業されますので、次の奨学生引き受けということで、鈴木

会員が、皆さんのご協力があればということで引き受けて

いただきました。 

・50 周年記念実行委員会報告で、野城実行委員長より、



先般の理事、実行委員会の内容説明がありました。現在

のところ、200 名±若干名と言う想定で準備しているとい

うことです。あわせて、当日会場外では千葉南ロータリー

クラブのブルゾンを着用し、ゲストをお迎えして、記念式

典が始まるとき脱ぐと言う段取りを考えていますので全員

準備をお願いします。 

・ポールハリスフェローについて、寺澤一良会員と吉田

裕成会員が多額の寄付を続けておられ、認証ポイントが

30 名分ほどあるということで、新入会員全員に申し込み

をしていただいて、50 周年の時には全員ポールハリスフ

ェローになっているようにとお申し出頂いております。手

続きは事務局で進めますが、当事者にもお手伝いいた

だくことがあるかもしれませんので宜しくお願いします。

50 周年記念誌の文面検討も実施され決定しておりま

す。 

・懇親夜例会の会計報告があり、承認されました。 

◇2 月 14 日（金）例会は、2 月 17 日（月）インターシティ・

ミーティングに変更されます。 

会場⇒ ホテル・ポートプラザちば  点鐘⇒ １４時 

◇2 月 21 日（金）09：00 から都町の水の里公園で 50 周

年記念の桜苗木の植樹を行います。一人でも多くの出

席をお願いします。当日例会は 12：30 からオークラ千葉

ホテルでいつも通り行われます。 

 
◆ニコニコボックス報告             
≪斎藤昌雄会長・植松省自幹事≫ 

廻会員、本日の卓話、よろしくお願い申し上げます。 

女性会員の皆様、早々にバレンタインチョコをご用意

下さったとのこと、誠に有難うございます。ホワイトデーを

楽しみにしていて下さい。 

≪斎藤 昌雄 会長≫ 

不覚にも風邪をひいてしまい、理事会・例会に出席す

ることが出来なくなってしまいました。皆様には大変ご迷

惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。 

竹尾会長エレクトにおかれましては、会長代理を宜し

くお願い申し上げます。 

 

 
◆出席報告(会員数４６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。 

 
◆２月度会員誕生日祝い・結婚記念日祝い         

＜誕生日祝＞ 
 竹尾 白会員  吉田裕成会員 
＜結婚記念日祝＞ 
 中森 壽一郎会員  廻 辰一郎会員 
 野城 友三会員   金親 博榮会員 
 

演題⇒ 自己紹介 
卓話者⇒ 廻 辰一郎会員 
 

 昨年 9 月に入会させていただきました、廻 辰一郎と申

します。職業は、税理士です。 

 千葉南ロータリークラブの創立が昭和 39 年 1 月 10 日

でございますが、私の誕生日も同年同月でして、これか

らは、周年行事が行われるたびに自らの年齢をも思い知

らされることとなります。 

 この「廻」という変わった名字ですが、私の父が九州の

宮崎県小林市の出身でございまして、宮崎・鹿児島、い

わゆる旧薩摩藩に分布しています。私自身、いまだ親戚

以外の「廻」さんには、会ったことがございません。昔、鹿

児島の磯庭園に行ったとき、当時はまだ公衆電話がたく

さんあり、そこに電話帳が置いてあった時代でしたが、

「廻」の箇所を探しますと、20～30 人ほど「廻」さんがいて、

嬉しく思ったことを思い出します。祖父の話によりますと、

もともとは鎌倉の剣豪（剣の達人）であった「廻」さんを、

薩摩藩主であった島津氏が薩摩に連れ帰ったのが始ま

りだそうで、源三位頼政の流れをくむ姓らしいのですが、

私がその直系であるなどということは全くなく、小林の田

舎との親戚付きあいも今ではほとんどありません。 

 さて、この父親ですが、昭和 45 年に税理士事務所を

開業し、42 年間勤めまして、2 年前に引退させていただ

きました。現在は母が他界しておりますので、私の家族と

同居して余生を送っております。 

 私の家族は、一つ違いの妻と三人の娘でございます。

家の中が女子高状態でございまして、私の居場所はほと

んどなく、「ただいまーっ」と帰ってもぴゅーっと飛んでき

てくれるのは、これも女の子ですが 5 歳になるトイプード

ルだけです。おもわず、赤ちゃん言葉で話しかけてしま

い、娘たちから気持ち悪がられています。私以外の妻を

含めた 4 人は仲良く、「歌手のだれだれがかっこいー！」

だとか、ドラマを見てはキャーキャー言ってますが、私は

完全に蚊帳の外です。まあ、その分、好き勝手にやらせ

てもらっているので、むしろありがたいかも知れませ

ん・・・。 

 小学校は第 1 期生、中学校は第 2 期生と新設校でした

が、中学校では生徒会長を務めました。第 3 代ということ

で、今現在も生徒手帳に名前が載っているために、学生

時代の教育実習時や 近行われた OB としての職業に

ついての講話の際などに、後輩の生徒たちにそのペー

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ Fee  

4,000 円

184,000

累計 

595,000 円

金の箱 210 円 累計 18,093 円

出席者数３１ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４ 修正出席率 ７８．５７％

千葉ＲＣ 月 2/17 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/19・2/26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/27・3/6 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ジを指し示し自己紹介をしたことがあります。 

 その頃から、ビートルズなどの洋楽が好きになり、当時

はレコードに針を落として聞く時代でしたが、先輩に借り

たレコードを傷つけてはならないと緊張して聞いていまし

た。歌詞カードを見ながら歌ったりしていたことで、英語

の発音だけは良くなりました。 

 公立高校に進み部活動を選ぶ際、中学までは野球部

だったのですが野球センスに疑問を感じていたので、足

が速いつもりでいたため陸上競技部を選択しました。こ

れがまさに井の中の蛙でして、陸上競技者らしい走り方

になるまでに結構苦労いたしました。専門は 400 メートル

ハードルで、千葉県総体は準決勝 3 着で終わりました。 

 高校時代になぜか勉強するのがいやになり、母親が何

度も学校に呼び出され、しまいには父親が呼び出される

始末でした。その際父親が、陸上競技部の顧問の先生

に挨拶に伺ったところ、担任の先生とは反対に褒めてく

ださったようで、一つでも一生懸命やっているならよい、

とそれ以降は不勉強のお咎めはありませんでした。 

 受験云々どころではなかったので、それならば海外に

行こうと思い、その当時始まったワーキングホリデイという

制度を使いオーストラリアに 1 年間行ってまいりました。

往きの片道切符代のみ父が出してくれるというので、飛

行機ですぐ着いてしまうのは面白くないと考え、ノルウェ

ーの貨客船で 2 週間ほどをかけて西オーストラリアのパ

ースに上陸いたしました。仕事を捜し南オーストラリアの

アデレードに移動し、中国人の経営する日本食レストラ

ンの職を得ることができました。シェフの経験などないに

もかかわらず、日本人だからという理由だけで 2 週間ほ

どのトレーニングののち鉄板焼シェフとしてお客さんの前

で料理をしてました。地元の夕刊紙での取材を受けた際、

どこのレストランで修業してきたのかと問われ、修行など

したこともないのでとっさに渡豪前にアルバイトでウェー

ターをしていたファミリーレストラン名を答えたところ、有

名なステーキのスエヒロからすごいシェフが来た！と勘

違いされ記事になってしまいました。それを読んできたグ

ルメたちにはすぐに偽りだとばれましたが・・・。 

 その後ヒルトンホテルで皿洗いのアルバイトをしてお金

を貯めました。ちょうど同い年のカナダ人二人組と友達

になり三人で共同生活をしました。彼らのおかげで、英

語を話すことが多少上達したのですが、そのうちの一人

はのちに来日ししばらく私の部屋に居候していました。 

 貯めたお金でホンダのオートバイを買い日常の足とし

ていましたが、帰国する前に、夢であったオーストラリア

大陸ツーリングを彼らとともに行いました。アデレードから

ケアンズまで約 4 千キロメートルの旅でした。 

 帰国するといわゆるヤンキーファッション（当時流行っ

ていました。）だった悪友たちが皆、大学生、おまけにサ

ーファーになってまして、帰国翌日には彼らに付き添わ

れ全身サーファーファッションに身を固めました。そこか

らサーフィンを始め、以来趣味として 30 年続けておりま

す。 

 半年間の受験勉強ののち晴れて大学生となったので

すが、勉強はせず、海とアルバイトの日々でした。 

 旅行会社に就職し、東京の私立学校担当の支店に配

属になり営業として学校を訪問しておりました。とても礼

儀や身だしなみに厳しい支店で、髪を六四分けで出社

したところ上司に七三に直されたりしたこともありました。 

 30 歳になった時税理士を目指すことを決心し、2 年間

は仕事をせず専門学校に通い、その後は働きながら受

験勉強をしました。2 年前父親の引退を受け事務所を引

き継ぎ、現在は廻辰一郎税理士事務所として開業して

おります。 

 私の属する税理士会として小中高生を対象に租税教

室を開催していますが、私も積極的に参加し出前授業を

しております。機会があれば皆様にもぜひその授業を披

露したいと思っております。 

本日は、拙い、また取り留めのない話をご清聴いただ

きまして誠にありがとうございました。 
                   (文 廻 辰一郎会員) 

聖バレンタインデーについて （日本文化いろは辞典より） 

聖バレンタインデーの始まりは古代ローマ時代にさかのぼります。

この時代のローマにおいて、2 月 14 日は女神ユノの祝日でした。

ユノはすべての神の女王であり、家庭と結婚の神様とされていま

す。毎年ユノの祝日である 2 月 14 日の翌日、2 月 15 日から「ル

ペルカリア祭」という安産のお祭りが行われていました。当時、若

い男性と女性は別々に生活していたため、ルペカリア祭は男性と

女性が巡り合う唯一のお祭りだったのです。 

ルペルカリア祭の前日、若い女性達は札に自分の名前を書き、

桶の中に入れます。翌日、男たちは桶から札を 1 枚引き、その札

に書いてある名前の女性とお祭りの間パートナーとして一緒にい

ることが定められていました。そして多くのパートナーたちはその

まま恋に落ち、結婚することとなります。ルペカリア祭でのこの風

習は約 800 年間続けられてきましたが、ローマ教皇のゲラシウス

は「愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がる」という

理由から、これを禁止してしまいました。キリスト教司祭だった聖

バレンティウスは結婚が許されない兵士を哀れに思い、秘密に

結婚させましたが、捕らえられ、処刑されてしまいました。この事

に反発したローマの若者達は、前日の 2 月 14 日に好きな娘に愛

のカードを渡すことを思いつき、そのカードに愛の殉教者、聖バレ

ンティウスの名を書いたそうです。 

その後、イギリスやフランスで元々考えられていた「2 月 14 日は

鳥が結婚する日」などの言い伝えと融合し、現在のように「バレン

タインデーは恋人達の日」というイメージが出来上がってきたの

ではないかと考えられています。 

日本でチョコレートが贈られるようになったのは、

1958 年にメリーチョコレートが東京の伊勢丹で販売

促進を目的としたキャンペーンを展開した事がきっかけです。初

めはあまり反響がありませんでしたが、その後女性誌に取り上げ

られ現在のようなブームになったそうです。 

 

第２４３９回例会 

≪第３分区ＡＢ合同インターシティミーティング≫ 

日 時⇒ 平成２６年２月１７日(金) 点鐘１４：００ 

会 場⇒ ホテルポートプラザちば 


