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２０１４-２０１５年度 

第２４５６回 
平成２６年７月４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≫                   

≪国際ロータリー第２７９０地区≫ 

パストガバナー  増田 豁様 

≪千葉西ロータリークラブ≫ 

会長 瀧澤 弘隆様、パスト会長 内貴 洲平様 

≪市原ロータリークラブ≫ 

会長 宮地 勝廣様 

≪千葉港ロータリークラブ≫ 

会長 藤田 英司様、幹事 鎗田 義徳様 

≪市原中央ロータリークラブ≫ 

会長 武田 勲様、幹事 鎗田 眞徳様 

≪千葉北ロータリークラブ≫ 

会長 和田 治文様、幹事 李  嗣毅様 

≪千葉緑ロータリークラブ≫ 

会長 浅田 金誉様、幹事 川島 賢治様 

≪乾杯≫              斎藤 昌雄直前会長  

本日は大勢のお客様にお越しい

ただきまして本当に有難うござい

ます。いよいよ新年度となりました。

竹尾会長、橋口幹事、今日から千葉

南ロータリークラブ第５１代の会

長幹事を務められることとなります。それではお二

人が素晴らしい活躍をされますよう期待しまして乾

杯をさせていただきます。 

お二人の前途を祝して、乾杯！ 

 

 

ノンアルコールビールで乾杯です 

 

≪会長挨拶及び報告≫      竹尾 白会長     

増田パストガバナーはじめ各ク

ラブの会長・幹事の皆様、本日は有

難うございます。また、各クラブの

皆様には当クラブ５０周年記念式

典に大勢の方にご参加いただきま

したこと重ねて御礼申し上げます。 

 

新旧・理事、役員及びクラブ協議会報告 

 

１．2013 年-2014 年度 決算報告 承認 

２．2014 年-2015 年度 予算案の件 承認 

３．2014 年-2015 年度 委員会構成の件 承認 

４．2014 年-2015 年度 行事予定の件 承認 

５．入会候補の件 太田氏 承認 

６．退会届の件 飯嶋会員、関会員 承認 

７．「第１２回国際里山の集い」開催の件 

   日時 ７月２１日（月）海の日 09：30 集合 

   場所 谷当町 

８．その他 

・例会時食事代アップの件 

消費税の関係で改定 承認 

・北原会員増強委員長続投 承認 

 

 

 

 



≪ご挨拶≫                          

◇国際ロータリー第２７９０地区 

パストガバナー  増田 豁 様 

 

今日は、日韓親善会議のことに

ついて是非、千葉南クラブの方々

にご協力を仰ぎたくやって参りま

した。 

去る７月１日に東京品川のグラ

ンドプリンスホテル高輪において

準備会がありました。田中作治 2012-2013 年度 RI 会

長がおいでくださいまして日本と韓国のためにロー

タリーは今こそ立ち上がる時ではないかと激励され

た準備会でございました。また韓国からはソウルの

南山ロータリークラブのパストガバナーがお出でに

なっておられ、当クラブの親交クラブであります李

東秀さんをよく存じ上げておられました。 

「第 13 回日韓親善会議」ということですが、来年の

9 月上旬に行うよう日程の調整を進めているところ

です。そして私も知らなかったのですが、その次の

年、2016 年の 5 月末から 6 月にかけて世界大会がソ

ウルで行われるんだそうですね。それに向けての前

哨戦として力を入れてやっていきたいということで

ございます。今日ここにやってきた理由は、日韓親

善会議の連絡幹事を今日までやってきましたが、地

区内のこの会議に参加するクラブが年々少なくなっ

ておりまして、頼りになるのは千葉南ロータリーク

ラブ、そう思って参ってきたわけでございます。 ぜ

ひ皆様方のクラブが、東仁川ロータリークラブと親

密な仲でございますから、中心となってけん引して

いただきたくどうかよろしくお願いいたします。 

 

◇千葉西ロータリークラブ／会長 瀧澤 弘隆 様 

 

本日は、高い席につけていただ

き大変恐縮致しております。 

竹尾会長、橋口幹事、本日の初

例会をお迎えになりまして誠に

おめでとうございます。ご活躍を

お祈り申し上げます。また、先般

行われました 50 周年記念式典・祝賀会にも参加させ

ていただきました。半世紀にわたる素晴らしい業績

を垣間見ることができ幸せでございました。私は勤

務の関係で最初にロータリーに入ったのは栃木県の

矢板というところでございます。そこで 17 年過ごし

まして、2000 年から千葉にきて 14 年、通算 31 年た

ちました。46 歳の時ですので 31 年を足しますと今年

は 77 歳という年齢となります。竹尾会長に、今年は

喜寿であるということを申しましたところ、私もそ

うだと仰いました。何月？と聞かれて 5 月ですとお

答えしますと、私は 2 月なので兄貴分であると言わ

れました。ということで今日は舎弟分として参上致

しました。 

もう一つは、私の幹事が 50 周年記念式典の実行委

員長の野城友三さんのご子息でございます。これは

私が作為的に選んだのではなく、今のクラブの状況

の中から自然に生まれてきたということでありまし

て、大変嬉しくまた大事にしていきたいと思ってお

ります。彼は父親のような私を大変よく助けてくれ

ます。今日は前からの約束で御宿へ仕事に行ってお

り、一緒に来ることを断念致しました。若さと伸び

盛りの野城幹事とともに一年間頑張って行きたいと

思いますのでよろしくお願い致します。また、貴ク

ラブにおかれましても益々の発展を遂げられますよ

う心から祈念しつつ私の挨拶とさせていただきます。 

本日は誠におめでとうございます。 

 

◇市原ロータリークラブ／会長 宮地 勝廣 様 

 

竹尾会長、橋口幹事、初例会お

めでとうございます。我がクラブ

も 6 月 14 日に 50 周年を迎えまし

た。貴クラブも 50 周年、たどって

いけば親クラブが千葉クラブ、2

ヶ月位早い兄貴分のクラブなんで

すが、たまたま竹尾会長とは 3 年位前ノミニーだっ

たころ、我がクラブの夜例会にお見えになった時に

隣でお酒を飲んだ記憶があります。その時に同じ会

長になるねえというところからご縁ができまして、

歳も離れており大先輩なのですが、このような席に

も出させてもらえるようになりました。 

もうひとつ、竹尾会長も橋口幹事も九州出身なん

ですね。私も博多出身です。私どもの幹事も、福岡

の小倉で生まれてそれから東京に来たというような

事情がありまして、何かご縁があるのかなあという

感じがします。ロータリー歴が浅い私ですが、これ

からも皆さんにご指導いただかなくてはいけないと

思っております。今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

◇千葉港ロータリークラブ／会長 藤田 英司 様 

 

本日は竹尾会長、橋口幹事、新

年度スタート誠におめでとうご

ざいます。そしてこの 4月に行わ

れました 50 周年事業、ここオー

クラ千葉ホテルで素晴らしい式

典が行われました。私は非常に感

動して身が震える思いでございました。私達千葉港

ロータリークラブも今年の11月 15日に 30周年事業

を開催させていただきます。どうぞ皆様のお越しを

楽しみにお待ち申し上げております。ロータリーは、

同じクラブだけの繋がりではなくて横の繋がりも重

要だとよく言われます。私もこのクラブでは北原さ

んがバイクで世界各国を走り抜けたお話などもよく

聞かせていただきました。幹事では出井さん、そし

て斎藤さんといろいろお付き合いをさせていただい



たり、ここにいらっしゃる大先輩の吉田さんには、

千葉港ロータリーが旅行に行く時に大変失礼ながら

携帯電話でバスをお願いしたりさせていただいてお

りました。 

まさしく私はロータリーには「四つのテスト」が

なくてはならないのではないかなと考えております。

今回、千葉港ロータリークラブ 30 周年、若手そして

大先輩とともにくぐり抜けて行きますので、どうぞ

先輩の皆様方、私たちのクラブを見守っていただい

て、いずれは 40 周年、50 周年、さらに含蓄のあるク

ラブにしていきたいと思っております。 

どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

 

◇市原中央ロータリークラブ／会長 武田 勲 様 

 

竹尾会長、橋口幹事、ご就任お

めでとうございます。また、本日

の初例会、大変おめでとうござい

ます。私どもは、1 日（火）から

始まりましたが、第 3分区 Bの会

長皆共々頑張っていきますので

よろしくお願い致します。千葉南クラブさんとの思

い出といえば、15 年くらい前にホテルニューツカモ

トの時にメーキャップをして以来で、懐かしいなあ

と思いました。今日の会長の中で千葉北ＲＣの和田

さんと私は、幹事の同期です。五十嵐さんもその時

の幹事の同期です。昨年度の会長でありました千葉

緑クラブの岩村さん、それと市原クラブの泉水さん、

それも幹事の同期でした。幹事同士の中で二人ずつ

同じ年度の中で会長をやっています。千葉港クラブ

さんの幹事が今ノミニーになっているということな

ので、五十嵐さんも早く会長になってほしいと思い

ます。これで私の挨拶とさせていただきます。  

 

◇千葉北ロータリークラブ／会長 和田 治文 様 

  

竹尾会長、橋口幹事、新年度の

スタートおめでとうございます。

実は私、ロータリーに入会いたし

まして初めてメーキャップをさせ

ていただいたのがこちらの千葉南

ロータリークラブさんでありました。こちらにお邪

魔しますとなんとなくホッとした気持ちになります。 

千葉南ロータリークラブさんは、昨年度の 50 周年の

時に“50 周年を 50 名で迎えよう”という目標のもと

に 50 名体制を作られたということなんですが、私ど

も千葉北ロータリークラブは今年のスタートに当た

っての会員数が 23 名ということで、非常に少数であ

りまして、予算編成や奉仕の担い手といった部分で

は大変に苦労しております。ただそんな中でも明る

い材料として 61 歳以下のメンバーの比率が 60 パー

セントということで若者の比率が高いクラブなのか

なということで、将来的に発展が期待できるのでは

ないかと考えております。私は、ロータリーに入会

して 8 年余りなのですが、なんとかここまで退会せ

ずに頑張ってこられた理由が二つあるのではないか

と思っています。一つは、入会した翌々年度に職業

奉仕委員長に任命されたのですが、何か活動しなき

ゃいけないなと思い、出前教室を私の娘の卒業した

中学校に直接出向いて校長に会って交渉し、それが

実現したこと並びにそれが現在も継続されていると

いうことが一つです。このことによって活動すると

いうことの楽しさというものを感じることができま

した。もう一つは 5 年前に幹事を務めさせていただ

いたのですが、その時のメンバーがこちらですと五

十嵐さんなのですが、五十嵐さんをはじめとして大

変個性豊かな方が揃っておりまして、そのメンバー

とは今でも月に2回幹事OB会で集まっておりますし、

年に一度親睦旅行を企画するというような非常に親

密で濃厚なお付き合いをさせていただいております。

もちろんロータリーに関する堅い話もするのですが、

実際はちょっとここではお話できないようなめちゃ

めちゃ柔らかい話も含めまして、いろいろ有意義な

情報交換をさせていただいております。そんな素晴

らしい仲間に恵まれまして私もやっとロータリーラ

イフを楽しめるようになってきたかなと思っており

ます。私もまだ入会8年で経験不足で力不足ですが、

竹尾会長をはじめとする第 3 分区 B の会長の皆様と

情報交換をしながら、このあと千葉北ロータリーク

ラブが奉仕と親睦のバランスのとれたクラブになる

ように頑張って参りますので今後ともよろしくお願

い致します。 

 

◇千葉緑ロータリークラブ／会長 浅田 金誉 様 

 

千葉南ロータリークラブは我々

の親クラブでありまして、いつも

暖かく迎えてくれてすごくホッと

するところなのです。  

今日来て先ず驚いたのは、ボー

ドに書いてある会員数 49 名です。我がクラブは 26

名ですので、今日ご出席の人数の 36 名には、全部足

しても 10 名足りない。なんとか 30 名体制まで今期

のうちにやっていきたいと思います。 

竹尾会長、橋口幹事、今日新たな新年度スタート

ということで、いろいろ先輩にご相談しながらご厚

誼を賜りたいと思います。千葉南ロータリーさんと

のエピソードですが、実は私、ロータリーのロの字

も知らない時に、友達からロータリーに誘われ、入

会申込書を出したんですね。その私を誘って入会し

た人は 1年後に退会したのですが、私は気が付いた

ら 10 年経っていました。入会したその 1週間後に千

葉南ロータリークラブの平島さんから電話がかかっ

てきまして、「来年会長やるからロータリーに入りな

さい。」と言われ、「ああ、すみません、この間入会

申込書を書きました。」「それはどこのクラブなん

だ？」「千葉緑です。」「あ、それは止めるわけにはい

かんな、それでは一緒に仲良くやって行こう。」と言



われたことを覚えています。いずれにしましても

我々はまだ弱小クラブでございますから、実際に理

事や役員やっていくと13名ぐらいになってしまいま

す。やはり、クラブ運営には 30 名いないと非常に厳

しいものがあります。今年度、会員をなんとかあと 4

人頑張って増やしたいと思います。 

一年間よろしくお願い致します。 

 

≪地区より、委嘱状伝達≫            

◆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 

◆地区月信委員会編集員 

             出井 清会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪幹事報告≫          橋口 徹幹事          

来週１１日は、「クラブフォーラム」です。各委員長の皆

さん、宜しくお願い致します。 

 

≪ニコニコボックス報告≫            

≪千葉西ロータリークラブさんより頂戴しました。≫ 

 

≪竹尾 白会長、橋口 徹幹事≫ 

２０１４－２０１５年度の会長と幹事を努めさせていただ

きます。未熟者の二人ですが、皆様のご協力をいただき

誠心誠意努めさせていただきます。 

本日は、ご多忙にも関わらずお越し頂いた大勢のご

来客の皆様に感謝致しますとともにこれからのご指導、

ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

≪竹尾 白会長≫ 

千葉南ロータリークラブ・第５１代会長を拝命致しまし

て責任の重さをひしひしと感じております。この一年間、

会員皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

≪伊藤 和夫会長エレクト・石井 慎一副幹事≫ 

今年度、会長エレクトを仰せつかりました伊藤和夫と

副幹事の石井慎一です。竹尾会長と橋口幹事のお手伝

いをさせていただきながら、一生懸命頑張って行きたい

と思っております。皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げま

す。 

≪斎藤 昌雄会員・植松 省自会員≫ 

竹尾会長、橋口幹事、いよいよ始まりましたね。大変

でしょうが何卒宜しくお願い申し上げます。 

皆様、昨年度はいろいろとご協力下さり有難うござい

ました。今年度は、昨年度以上のご協力をお願い申し上

げます。 

≪小野口 壽一会員≫ 

ＳＡＡを担当することになりました。宜しくお願いしま

す。 

≪出井 清会員≫ 

 竹尾丸の船出、おめでとうございます。仕事柄、ベテラ

ン船長の新会長ですから、橋口幹事と共に身体に気を

付けて、これからの一年を乗り切って下さい。 

応援しています！ 

≪本田 博会員≫ 

竹尾会長、橋口幹事、今年度は特に頑張って下さ

い。 

斎藤直前会長、先週の夜例会時にお肉のギフト券を

頂戴し、有難うございました。 

≪五十嵐 博章会員≫ 

本年度、親睦活動委員長を仰せつかっております。

「ロータリーは、先ず親睦から」を試行錯誤しながら実践

出来るよう頑張って行きたいと思っておりますので、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】 
五十嵐博章会員、国友忠一会員、梅村星児会員 
細見恭司会員、北田城児会員 

【結婚記念日】   
 国友忠一会員 

≪出席報告≫ (会員数４９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。 

 
 

第２４５７回例会 

≪クラブフォーラム≫ 

日 時⇒ 平成２６年７月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

第２４５８回例会 

日 時⇒ 平成２６年７月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『未定』 

卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人様 

 

               （会報当番 ： 廻 辰一郎会員） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 34,000 円 累計 34,000 円

金の箱 274 円 累計 274 円

出席者数３６ 欠席者数１３ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １２ 修正出席率 ６６％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/23 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/23 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 7/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


