
 国際ロータリー第２７９０地区 
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〔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２４４８回 

平成２６年５月９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                    

なし 
◆入会式                    
細見 恭司会員 （紹介者：塩谷 邦昭会員、北原 俊彦会員） 

＜ダイワロイヤル(株)取締役ホテル事業部長＞ 

 ダイワハウスグループで、商業施設やホテルを運営す

る会社でございます。私は、ホテルの運営を担当してお

ります。名は体を表すと申しますが、私のような例外もあ

ります。 

来年の８月頃、千葉駅前に私どものホテルが、３８番

目としてオープンします。地元の皆様に愛されるホテル

作りをしてまいりたいと思います。宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

松浦 広樹会員 （紹介者：塩谷 邦昭会員、野城 友三会員） 

 ＜千葉信用金庫寒川支店長＞ 

 ４月に、前任の吉田から引き継ぎ着任しました。出身は

神奈川県藤沢市、江の島湘南海岸があるところで育ち、

旧木更津信用金庫に就職しまして千葉でお世話になっ

ています。趣味は旅行と映画鑑賞ですが、先月５０歳に

なり夫婦だと 2,200 円で見られるということで、これまでの

1.5 倍見られると楽しみにしています。 

ロータリーに参加させていただくのは初めての経験で

緊張しております。分からないことで皆様にご迷惑をお

かけするかもしれませんがよろしくお願い致します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     松浦会員   細見会員   斎藤会長 

     “ よろしくお願いいたします ” 

 

◆会長挨拶及び報告      斎藤 昌雄会長  
理事・役員会及びクラブ協議会の報告をさせていただ

きます。まず、当オークラ千葉ホテルで 3 年間大変お世

話になった村田会員が、転勤のため退会されることにな

りました。今後は、かずさアカデミアパークのオークラで

勤務なさるということです。また、配慮いただき、新入会

員としてすぐオークラ千葉ホテルの北田さんを紹介して

いただき、全員一致で承認をいただきました。また、本日

入会されました細見会員、松浦会員の委員会所属につ

いては、親睦委員会に所属していただくことになりました。

次に「第 12 回国際里山の集い」が開催されることになり

ました。内容は後ほど読んでいただきと思いますが、今

年度は準備委員会を立ち上げ、途中経過の報告をしな

がら万全の態勢で進めていくことになりました。また、こ

れまで、会費を 3,000 円としていましたが、それでは不足

するということで今年は、5,000 円とすることで承認をいた

だきました。それから、クラブ運営費会計報告があり、こ

れも承認いただきました。 

 

◆退会挨拶          村田 紀之会員  
 5 月 15 日付で、かずさアカデミアパークに異動いた

します。3 年間本当に有難うございました。大変有意義な

ロータリーライフが出来たと思っておりますが、これも皆

様のおかげと感謝致しております。毎週金曜日が待ち遠

しく、皆様にお会いできることが楽しみでございました。

かずさアカデミアでは、参事としてアドバイザー的役割を

させていただきます。後任の北田さんを、私同様宜しく

お願いいたします。 

私は、素晴らしい財産ができたと思っております。それ



は、皆様とお知り合いになれたこと。私は、生まれも育ち

も千葉市内でございます。特に夜、何かございましたら

お声をかけていただければ幸いでございます。本当に

お世話になりました。有難うございました。 

 

◆ご案内                    
「現 会長・幹事慰労会」及び「次年度 会長・幹事激

励会」のご案内   （伊藤 和夫会員より） 

日時：平成 26 年 6 月 20 日（金）午後 6 時から 

場所：木曽路 千葉店（043-203-8850） 

会費：7,000 円 

交通：木曽路送迎バス 蘇我駅千葉銀行前 17：15 発  

千葉駅 NTT 前 17：30 発 

 

◆幹事報告          植松 省自幹事  
 

フェアウェルチャリティパーティー開催のご案内 

 日 時：平成 26 年 6 月 13 日（金）午後 6 時から 

 場 所：ホテル・ザ・マンハッタン 

 登録費：13,000 円 

 恒例のガバナー主催のパーティーです。参加希望の

方は、事務局に申し出てください。（5 月 15 日迄） 

 

「ロータリークラブに参加しませんか？」というパンフレッ

トのご案内 

地区で作成したもので、「ロータリーとはどういうものか

を広報し、会員増強につながるパンフレットの製作をい

たしました。クラブ奉仕委員会が長年にわたり研究し完

成させたものですから、各会員に配布し会員増強の際

にご利用ください。ロータリーブランドの確立と広報公共

イメージと認知度の向上に繋げてくだされば幸いです。」

ということです。 

新入会員の勧誘の際にご利用いただければ、より分

かりやすいと思います。事務局に予備もありますので入

用の際は申し出てください。 

  

第 15 回アートフレンズ展開催のご案内 

会場：千葉市美術館 9 階市民アートギャラリー 

会期：平成 26 年 5 月 20 日（火）～5 月 25 日（日） 

 主催：千葉幕張ロータリークラブ 

ご都合のつく方は、是非ご覧いただければと思います。 

 

◆ニコニコボックス報告             
 

≪斎藤昌雄会長・植松省自幹事≫ 

細見恭司さん、松浦広樹さん、ご入会おめでとうござ

います。これから宜しくお願い申し上げます。 

会員ミニ卓話の担当の皆様、お話しを楽しみにしてお

りますので宜しくお願い申し上げます。 

 
 

◆出席報告（会員数５１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。 

 

 

 
 

 

 

 

≪進行役 江沢 一男会員≫ 

 

北原 俊彦会員 （消防用設備工事業） 

 幼少期から学校を卒業するまでの思い出や、趣味、性

格まで詳細に、楽しく紹介いただきました。特に、仕事へ

の取り組み姿勢、業界への取り組みは、大変前向きなご

本人の性格を感じ取れるエピソードが満載でした。 

 

小林 透会員 （社会保険労務士） 

 小学校時代にアマチュア無線で大人と交流したエピソ

ードから、最近子供に虐げられている苦労、ロータリーラ

イフで心掛けている先輩の教え等々、時間を気にしなが

ら早口で多岐にわたり話を聞かせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

新緑の美しい季節・・・。 

第２４４９回例会 

日  時⇒ 平成２６年５月１６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓  話⇒ 『ダイビングについて』 

卓話者⇒ 有限会社 オーシャンドリーム   

         代表取締役 中尾 淳子様 

第２４５０回例会 

日  時⇒ 平成２６年５月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓  話⇒ 『命のビザを繋いだ男』 

卓話者⇒ 山田 純大様 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 650,000 円

金の箱 484 円 累計 26,344 円

出席者数３６ 欠席者数１５ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率 次回にて 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/20・5/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 5/21 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 5/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


