
 

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〕 竹尾 白        〔幹  事〕 橋口 徹           〔会報委員長〕 松尾 博之       

〔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） 

 

２０１４-２０１５年度 

第２４８３回 
平成２７年２月６日（金）点鐘１２：３０ ≪晴≫ 

◆◆国歌斉唱『君が代』 

◆◆ロータリーソング『手に手つないで』      

◆◆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                 

・千葉ＲＣ／  門山 宏哲様 

・千葉緑ＲＣ／松﨑 久夫様 

◆◆ 会長挨拶及び報告       竹尾 白会長  

＜理事会報告＞ 

１．入会候補者の件 河原大輔氏 承認される。 

２．米山奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受けに

ついて   

３．懇親夜例会（屋形船例会）会計報告  承認される。 

４．その他 

①今年度は、ガバナーの方針として会員増強で各クラブ

純増 1 名を目指しています。第 2790 地区は、2790 名の

会員を目指すということです。現在は約 2,700 名ですか

ら、各クラブ 1 名ずつ純増できればガバナーの目標が達

成できるということになるので、ご協力をお願いします。 

②地区補助金のことについて話がもたれ、これからマッ

チンググラントを申請する予定です。 

◆◆ 委員会報告                 

出席委員会より（寺澤一良委員長） 

皆出席者賞 記念品贈呈 

2013-2014 年度下期 ２３名 

2014-2015 年度上期 ２０名 

地区奉仕プロジェクト・国際奉仕委員会参加報告 

（出井 清国際奉仕委員長） 

 １月２３日、地区奉仕プロジェクト委員会が開催され、 

 

塩谷社会奉仕委員長とともに出席してきました。 

その中で、補助金の話があり、一度補助金を受けた事

業でも、５年経過すれば再申請によって再度補助金が

受けられるということですので、該当する事業があったら

有効に活用しようと考えております。 

もうひとつは、ＲＩ会長賞の話がありました。当クラブは、

毎年各年度の会長に頑張っていただいて表彰を受けて

おりますが、貢献度の大きい事業は会員増強です。今

年度も残り５ヶ月になりますが、竹尾会長、北原会員増

強委員長以下頑張っておられますから、皆さんももうひと

頑張り、ご協力をお願いします。 

 

地区ロータリー財団補助金管理セミナー出席報告 

                   （伊藤和夫会長エレクト） 

出井委員長の話に関連しますが、１月３１日（土）に地

区ロータリー財団補助金管理セミナーが開催され、次年

度の五十嵐委員長、地区委員の植松委員と 3 人で参加

してきました。今回の補助金申請資格を得るに当たって

は、まずこの委員会に参加する必要があったので、これ

はクリアしました。さらに、地区に対して覚書を提出する

必要があり次年度会長の私と、次年度会長エレクトの向

後会員がサインしたうえで提出してきました。 

従って申請資格は満たすことが出来ましので、これか

ら対象の事業を検討してまいります。過去に創立４０周

年記念事業で、補助金を利用してひかり学園へのトラク

ター寄贈も１０年経ち老朽化しているので、更新検討が

必要なようですが、これから皆さんの意見を伺いながら

諮っていこうと考えています。 

それから、次年度ガバナーの桜木さんから話があり、

2015-2016 年度のＲＩのテーマは「世界へのプレゼントに

なろう」と決まりました。第２４８１回の会報にテーマを含め

て載せてありますので確認をお願いします。 

 

◆◆ 幹事報告           橋口 徹幹事    

ロータリー手帳の申し込み用紙が配布されています。

希望者は事務局までお申し込み下さい。（６４８円） 

次に、ガバナーノミニーが決まりました。このご案内も

説明文書を配賦してありますので確認をお願いします。 

 

 



◆◆ 会員誕生日祝・結婚記念日祝い        

＜誕生日祝い＞ 

竹尾 白会員、鷲見 隆仁会員、吉田 裕成会員 

 

＜結婚記念日祝い＞ 

 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 

  

◆◆ ニコニコボックス報告            

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

千葉ＲＣ・門山様、千葉緑ＲＣ・松﨑様、ようこそお出

で下さいました。有難うございます。 

先週の屋形船例会、ご苦労様でした。 

≪植松 省自会員・廻 辰一郎会員≫ 

 本日の理事会で、新入会員として我々と同業の河原大

輔さんの入会を承認していただきました。 

 宜しくお願い申し上げます。 

≪鷲見 隆仁会員≫ 

 皆様こんにちは。皆様方には、日頃より大変お世話に

なっております。 

私事になりますが、３月１日（日）、午前１０時３０分より、

三井ガーデンホテル３Ｆ「平安の間」にて、「すみ隆仁決

起大会」を行います。是非とも多くの方にお越し頂きたい

と思っておりますので、ご参加の程、宜しくお願い申し上

げます。 

≪吉田 裕成会員≫ 

暖を取りに２ケ月間、沖縄へ滞在するつもりでしたが、

沖縄の暖かいイメージが崩れてしまい、１ケ月足らずで

帰ってきてしまいました・・・。 

その間、沖縄ロータリークラブへメーキャップに伺いま

したら、ものすごい歓迎を受けました。バナーも頂いてき

ました。 

 

◆◆ 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。 

              

 

 

 

 

＊＊＊ 会員ミニ卓話 ＊＊＊ 

竹尾 白会員（会長） 

 出生から就学、就職、更に船員とし

てのいろいろな経験を細かく聞かせて

もらいました。遠洋マグロ漁船、サケマ

ス漁船、タンカー、木材運搬船に乗船

し、太平洋、南氷洋、インド洋等地球

規模で外洋を駆け巡られた経験は命がけながら、一般

人では知りえない得がたい経験を積まれたことを十分に

感じられるお話でした。 

     “大変なご苦労がおありだったと思います・・・。” 
乗船履歴    

昭和２９年２月～５月 

 実習船 豊水丸（６５トン）実習生  

昭和２９年９月～３０年１月 

 実習船 豊水丸（６５トン）実習生 

昭和３０年４月～３３年１月 

 鮪漁船 第二厚生丸（１４９トン）甲板員 

昭和３３年４月～３４年１０月  

 鮪漁船 海竜丸（４９６トン）二等航海士 

昭和３６年４月～３７年１２月       

 母船 大津丸（１０，０００トン）次席三等航海士 

昭和３８年２月～３８年３月 

 冷凍船 石山丸（３，５３９トン）三等航海士 

昭和３８年８月～３９年２月 

 タンカー船 第１５金生丸（２，１８４トン）二等航海士 

昭和３９年２月～３９年３月 

 木材運搬船 日宏丸（４，８９１トン）二等航海士 

昭和３９年４月～３９年１０月 

 母船 大津丸（１０，０００トン）二等航海士 

昭和５７年６月～５８年５月 

 曳舟 第一共栄丸（１７９トン）機関員 

昭和５８年１０月～５９年７月 

 作業船 神栄丸（１５１トン）一等航海士 

昭和６２年９月～６２年１１月 

 作業船 第十七芸予丸（１９６トン）船長 

平成１１年４月～１１年８月 

 運搬船 第八海耕（３９４トン）船長 

 

第２４８４回例会 

日 時⇒ 平成２７年２月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話 ⇒ 『千葉駅、駅舎駅ビル 

          建て替え計画について』 

卓話者⇒ 東日本旅客鉄道千葉支社 

         総務部担当部長  佐藤 孝様           

第２４８５回例会 

≪地区大会≫ 

日 時⇒ 平成２７年２月２２日(日) 点鐘０９：３０ 

会 場⇒ アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

 
＜会報当番：永安 重治会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 8,000 円 累計 662,000 円

金の箱 472 円 累計 16,693 円

千葉ＲＣ 月 2/23 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/24 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/17 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/18・2/25 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/19 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/19・2/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

出席者数３４ 欠席者数１７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 ６８．６３％


