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２０１４-２０１５年度 

第２４５７回 
平成２６年７月１１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  林 正弘様 

≪千葉緑ロータリークラブ≫ 

松﨑 久夫様、 長嶋 利忠様 

◆◆ 会長挨拶及び報告（竹尾 白会長）              

本日は、ガバナー補佐の林正弘様、千葉緑ロータリーク

ラブよりパスト会長の松﨑久夫様、同じくパスト会長の長嶋

利忠様、ようこそお越しいただきました。有難うございます。 

さて、竹尾丸年度が出航いたしましたけれども、本日まで

台風がきていて、しけ模様でなかなか難しい船出を致しま

した。私の心境とまったく同じでございます。ですが、しけの

後は、必ず楽しい航海が待っています。よろしくお願い致し

ます。 

さて、本年度ＲＩ会長は、「ロータリーに輝きを」というテー

マを掲げておられます。今、全世界に３４，０００位のクラブ

があって、会員数が約１２０万人。１人ひとりが輝きをもって

いれば輝かしいロータリーになるとＲＩ会長は仰っておりま

す。 

第２７９０地区の宇佐見透ガバナーは、原点回帰を目指

しておられます。私どもの本年度のテーマは「和を以て尊し

とし、人と人との繋がりによって、輝かしい６０周年を目指す

第１歩の年とする」としました。私は、５１代会長ですから、ま

さに第１歩です。 

私どものテーマは、宇佐見ガバナーの仰っている「原点

回帰」と同じでございます。皆さんで仲良く力を取り合って

行きたいと思います。そして、今年度も会員増強、退会防

止をよろしくお願い申し上げます。 

◆◆ ご挨拶                   

国際ロータリークラブ第２７９０地区第３分区Ｂ 

ガバナー補佐 林 正弘 様 

皆様、こんにちは。 

７月１日から第３分区Ｂのガバナ

ー補佐を務めることになりました千

葉港ロータリークラブの林でござい

ます。どうか１年間宜しくお願い申し

上げます。 

本来ならば、先週の第１例会に

来て、竹尾会長、橋口幹事の激励をするところでありました

けれども、所用で１週間ほど遅れるという失礼を致しました。 

今年度は「Light Up Rotary」（ロータリーに輝きを）というＲ

Ｉのテーマでありますけれども、ホァンＲＩ会長は台湾の方で

大変積極的な方でありまして、先ほど、竹尾会長が申し上

げましたように会員拡大で１３０万人を目指すと言っておら

れます。現実的には世界のロータリアンは１１８万人ぐらい

で、ほぼ１０％の増強をねらっているということであります。 

申し遅れましたけれど、昨年度は斎藤会長、植松幹事を

中心に皆さん大変な努力を重ねて５０周年を迎え、そして、

５０人に会員拡大ということで大変立派な成績をあげられま

した。遅れましたけれどもお祝いを申し上げたいと思いま

す。 

前半の５０年の集大成が昨年行われたわけですけれども、

今年は竹尾・橋口丸はその大きなうねりが終わった後であり

ますので、この５０人の会員を維持することは大変な事だと

思います。私のクラブは２６～２８名のクラブですが、これが

何年経っても２８名の壁が越えられません。２５周年の時に

は３０名の会員でというスローガンを掲げてやってきたので

すが、結果的には今年度の７月１日時点で２６名ということ

です。ですから、この間を行ったりきたり、どんなに努力を重

ねてもこの様な状況でございます。今、この時代に会員を

拡大するというのは大変な仕事であります。そういう中で、

竹尾会長は１名たりとも減らさないという決意でありまして、

今年度は５名ぐらいの増員で最後にはトータルで５０名を超

えている会員を維持したいという決意をもっておられます。 

どうか会員の皆さん、竹尾会長を支えて、１００周年に向

け後半の半世紀の出発の年でありますので、それを達成さ

せていただければと思います。 

今日は時間が混んでいるようなので、８月８日に私の話を

するチャンスがめぐってまいりますので、その時にいろいろ

申し上げたいと思います。どうか、竹尾・橋口丸が荒波の中



でも順調に航海を進めて最終を迎えられますようにクラブ

の皆様のご支援を宜しくお願いしたいと思います。お二人

の年度がうまくいきますようにご祈念申し上げます。 

◆◆ 委員会報告                  

親睦活動委員会より （五十嵐博章委員長） 

≪地区大会記念・フェローシップゴルフ大会のご案内≫ 

 日時⇒平成２６年１０月６日（月） 

 場所⇒キングフィールズゴルフクラブ 

 登録料⇒１０，０００円（プレー費 ２３，０００円各自清算） 

奮ってご参加下さい。 

第１０回アドベンチャー都川開催のご案内 

（北原俊彦会員） 

開催日⇒ 平成２６年７月１９日（土） 09；00～15：00 

場  所⇒ 千葉市都川水の里公園 

参加費⇒ 大人 １，０００円 

ご参加できる方は、宜しくお願い致します。 

◆◆ お誕生日おめでとうございます！！           

国友忠一会員が、７月３日に９３歳になられたというこ

とで、女性会員さん達から花束が贈呈されました。 

 

（女性会員を代表して 

末吉淳子会員から贈呈。） 

 

 

 

 

◆◆ ニコニコボックス報告              

≪千葉緑ＲＣ・松崎 久夫様・長嶋 利忠様≫ 

竹尾会長、橋口幹事年度のスタート、おめでとうござ

います。今年度も公私にわたり、ご指導宜しくお願い致

します。 

≪竹尾 白会長、橋口 徹幹事≫ 

クラブ運営の委員会の皆様、この一年間、宜しくお願

い致します。 

 

◆◆ 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。 

クラブフォーラム 
 

≪クラブ奉仕委員会≫ 向後 保雄委員長 

活動方針は、先ほど会長からお

話がありましたように「和をもって尊

しとし、一人ひとりの繋がりによって、

輝かしい６０周年を目指す第１歩の

年とする」という今年度のテーマにそ

って、クラブ活動をより活発に行って

いくために各委員会との連携をさらに密にし、会員が相互

に協力し合い、より一層の会員同士の親睦をはかりロータリ

ークラブのイメージアップを図るためにクラブの活動を会報

やさまざまなメディアを活用し、人々に伝える広報活動を推

進し、楽しいロータリー活動を行ってまいります。そして、引

き続き会員増強に皆さんのご協力のもとで邁進していける

よう努力してまいりたいと思います。 

活動計画としましては、 

① 楽しいクラブ活動を目指し、引き続き会員増強に努め

てまいります。 

② クラブ奉仕委員会の各委員会の活動を活性化するた

めに各委員会相互の連携を密にしてまいります。 

③ 楽しいクラブ活動となるように会員同士の親睦がより一

層深まるようなプログラムを提供し、出席率の向上に努

めてまいります。 

④ 会報を通じて、楽しく有意義なクラブ活動を広報し人々

にアピールをしてまいります。 

 

≪職業奉仕委員会≫ 鈴木 美津江委員長 

活動方針ですが、ロータリアンにと

って、職業奉仕とはロータリーの根幹

をなすべき活動であります。従いまし

て、職業奉仕を理解し、真のロータリ

アンになるべくことを学び、実践をしま

す。これを今年度１年間勉強していき

たいと思っております。 

そして、活動計画ですが、職業奉仕月間には、地区の委

員さんに卓話をお願いしてはいけないと地区協議会の席で

言われましたが、今年の委員長さんが大原の土屋さんとい

う方で、なんとか千葉南には来てくださいとお願いしました

ら「考えておきましょう」というふうにおっしゃっていただきま

した。１０月が職業奉仕月間になっておりますので、地区の

委員の方がどなたか卓話に来てくださるということになりまし

た。多分、良いお話をいただけると思っております。 

そして、２つ目ですが、職業奉仕セミナーに出させていた

だき、また、インターシティーミーティング等にも出席させて

いただきまして、積極的にクラブの研修に役立たせていた

だきたいと思っております。 

そして、３つ目は、「四つのテスト」を今日も唱和をしてい

ただきましたが、これを毎回例会でやらせていただきます。

ただ、意味がわからなくてやっている方もいらっしゃるので

はないかと思いますので、このあたりの勉強もしていきたい

と思います。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 41,000 円

金の箱 1,160 円 累計 1,434 円

出席者数３１ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３ 修正出席率 ７８．５７％

千葉ＲＣ 月 8/11 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/29・8/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/29・8/12 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/23・8/13 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 8/14 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/24・8/14 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



四つ目ですが、親睦活動委員会とプログラム委員会と協

力をさせていただき、職場訪問を５月にやらせていただきま

す。日程や場所のほうはアンケートを取らせていただきたい

と思いますので、皆様方のご協力を重ねて宜しくお願いい

たします。 

 

≪社会奉仕委員会≫ 塩谷 邦昭委員長 

活動として３つの件を推進します。

１番目は「都川の環境を考える会」を

積極的に応援していこうと思います。

いろんなイベントに対しては、こちら

からも予算の中からできるかぎりの人

的・経済的な応援を積極的にやって

いきたいと思います。 

それと、国際奉仕委員会と共同で、「国際里山の集い」を

長年やってきておりますが、内容的にもかなり充実してきて

いるように思います。当日は、朝７時に現場に集まって下準

備をしたりしていて、今年も皆さんのご協力を得ながらやっ

ていきたいと思っておりますので多くのご参加をお願いしま

す。この行事は竹尾会長も力を入れております。 

次に、千葉県指定の知的障害者厚生施設「槇の実会」

のひかり学園ですが、２０年間ぐらい支援しております。当ク

ラブでは、創立４０周年の記念事業でトラクターを寄贈しま

した。秋口にはこのトラクターを利用して収穫した作物など

の購入の協力などもしております。 

また、県の障碍者のスポーツ大会、パラリンピックなど、

ひかり学園から優秀な選手を送り込んでいるように、ありと

あらゆるスポーツ大会にひかり学園から出ているということ

で、我々もいろいろな面で応援していこうと思っております。 

 

≪国際奉仕委員会≫ 出井 清委員長 

今年度は、副委員長として吉田

会員、寺澤会員の３名で国際奉

仕委員会をやっていこうと思いま

す。吉田さんと寺澤さんはロータリ

ーの大ベテランでありまして、５０

周年のときには５０人全員でポー

ルハリスフェローになりました。こ

れはお二人のお力がなければ、

出来なかったわけですが、本当に有難うございました。 

国際奉仕委員会といたしましては、韓国・東仁川ＲＣと親

交クラブとしてもう３０年になるお付き合いをしていますが、

これを継続させていきたいと思っております。５０周年のとき

にも来ていただきました。先週、増田パストガバナーが来ら

れまして、日韓親善会議にも是非参加してほしいと言われ

ました。その際には当クラブからも大勢で参加をしたいと思

っております。 

次に、当クラブではロータリー親善奨学生としてアメリカ

の大学院に行っている岡田さんや米山奨学生たちのバック

アップをクラブ全員でやっていきたいと思います。 

７月２１日（月）に「第１２回国際里山の集い」が開催され

ますが、その時にも奨学生の OB、OG が沢山来られます。

いろいろな話も聞けますので、皆さんが積極的に参加して

もらえることが奨学生の皆さんのバックアップにも繋がるの

ではないかと思っております。以上の２点を重点的に今年

度はやっていきたいと思いますので、皆さんのバックアップ

を宜しくお願致します。 

 

≪青少年奉仕委員会≫ 金親 博榮委員長 

青少年奉仕委員会は、ＲＹＬＡ委

員会も入って２つの委員会で青少年

奉仕委員会となっておりますが、メン

バーは、酒井さん、畠山さん、ＲＹＬＡ

委員会の委員長は永安さん、末吉さ

ん、三宅さんと６人でやってまいりま

す。少し古い方はおわかりかと思いま

すが、四大奉仕といっていたのが、今では五大奉仕になっ

ています。青少年奉仕は、五大奉仕の一角に入ったという

ことです。これはやはり、ＲＩの方針の次世代を担う青少年を

大事にしようということの表れだと思います。特に日本では

少子高齢化のなかで、しっかりした対策をとっていかなけれ

ばならないといろいろな所で叫ばれていますけれども、なか

なか質が伴わない。ロータリーの中でもやっていかなけれ

ばならないということだと思います。 

このようなことを基本に、ＲＹＬＡ委員会では、永安さんに

委員長になっていただき、お力をいただいて１人か２人の

研修生を派遣するということで地区の協力を得てやってい

きたいと思います。 

青少年奉仕委員会としましては、先ほどから話が出てお

りますように７月２１日に行われます「国際里山の集い」です

が、これも回を重ねまして今年１２回目になります。派手で

はありませんが、「日本に来てよかった」「千葉の留学生に

なってよかった」と、こんなふうに言ってもらいたいという思

いだけで集まっているわけですが、今年も続けられるという

ことで、ありがたいことだと思います。 

それから、会長賞というものを毎年当クラブでは挑戦して

おりますけれども、今年のテーマのなかにロータリーデーと

いって市民とかロータリアン以外の方を交えたイベントを行

い、ある意味の広報、周知をするということになりますので、

今回のイベントは市民も子どもたちもロータリアン以外の人

達もお呼びしております。これをロータリーデーのイベントと

して当クラブで認知して行うということになりますので、１２回

目の「国際里山の集い」に皆様のご支援、ご協力を宜しくお

願いいたします。 

 
 

第２４５８回例会 

日 時⇒ 平成２６年７月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『加曽利貝塚を特別史跡に』 

卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人様 

第２４５９回例会 

≪懇親納涼夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２６年７月２５日(金) 点鐘１８：００ 

   会 場⇒ オークラ千葉ホテル 中庭 

               

 （会報当番： 松尾 博之会員） 


