
 

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２４８９回 
平成２７年３月２７日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆◆ロータリーソング『それでこそロータリー』      
◆◆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                 

◇本日のゲストスピーカー 

ジュエルダリアス  オーナー 池内 基曜様 

◇第３分区Ｂガバナー補佐／林 正弘様 

◇ 〃   次年度ガバナー補佐／郭 福男様 

◇千葉緑ＲＣ／会長・浅田 金誉様、秋葉 健夫様 

         長嶋 利忠様 

◆◆ 会長挨拶及び報告       竹尾 白会長  

陽気も良くなり、我々も含めご年配の方には良い季節に

なってきました。頑張りましょう。 

◆◆ご挨拶                    

第３分区Ｂガバナー補佐   林 正弘様 

こんにちは。私は、ガバナー補佐として各クラブを訪問す

る訳ですが、当クラブの最後の訪問は、８月２２日のガバナ

ー公式訪問になります。その後に私どもの千葉港ロータリ

ークラブの創立３０周年記念式典へご参加のお願いに伺っ

ております。現在、次年度ガバナー補佐の郭さんも教育を

受けられておりますが、ガバナー補佐は、年６回、各クラブ

を訪問することになっております。 

本日は、郭次年度ガバナー補佐のご紹介をするために

参りましたが、その前に現ガバナー補佐としてお話をさせて

いただかなければならないことがございます。 

皆さんの活動計画書の中で、竹尾会長は「会員増強・純

増１名」という目標を掲げておられますが、すでに達成され

ているとお聞きしております。６月末までにはまだ期間がご

ざいますので、油断をせずに、退会防止と更なる会員増強

に努めていただきたいと存じます。 

また、奉仕活動の強化についても挙げられていますが、

会長が掲げられた目標は見事達成されていると思います。

しかしながら、私からは未達成部分として、お金の話で申し

訳ございませんが、米山記念奨学会への寄付金とロータリ

ー財団への寄付金の話をさせていただきます。皆さんご承

知かと思いますが、米山記念奨学会については１名あたり

１万５千円×人数分、ロータリー財団については１名１３０ド

ル+ポリオプラス２５ドルの１５５ドル×人数分となり、現在、

円安ですから大変な金額になりますが、この目標をできる

だけ達成できるよう頑張っていただきたいと思います。 

また、最初に申し上げなければいけませんでしたが、２月

２１日、２２日の地区大会には、大勢ご出席いただき、最後

の大懇親会まで多数残っていただきまして、盛大に大会を

終了することができました。ガバナーも大変喜んでおりまし

た。皆さんのご協力に感謝を申し上げます。 

次にニコニコ BOX でも報告させていただきましたが、5 月

１２日(火)にボウリング大会を開催することになりました。会

長会の中で、各分区内のロータリアンの懇親を深めるため

にボウリング大会を開催してはどうか、との提案がなされ、そ

れが通ったという経緯があります。これについては、他のク

ラブから会長会や合同幹事会で勝手に決めるのではなく、

各クラブの理事会を通すべき、とのお叱りの言葉もございま

したが、これは拘束するものではなく、参加は各クラブの自

由ですので、私は理事会にかける必要はなく、ホストクラブ

が募集をかけたら、ロータリアンが個々に参加すれば良い

と考えております。 

次に、次年度のことになりますが、ロータリアンの手続要

覧の第１３章に次年度特別月間の規程がされています。ＲＩ

理事会により前面的に変更されることになりました。ロータリ

ーの友２月号の二上編集長ページに書かれていますが、

全ての月が特別月間となりますので、次年度の役員の方々

はよく読んで計画を立てていただければと思います。また、

３月号に会長賞の項目に、オンラインツール「マイロータリ

ー」の半数以上の会員利用が条件であることが書かれてい

ます。ロータリーは、どんどん変わっております。私も郭さん

をお連れした最初のクラブでは、まだ（挨拶に来るのは）早

いということを言われましたが、そうではありません。８月にイ

ンターシティーミーティング（IM）が行われ、年度が始まって

からガバナー補佐がのこのこ挨拶に回っていては遅いと考

えております。 

次からは、郭さんに回っていただきますが、私もまだ６月

まで任期がございますので、６月にはお別れのご挨拶に伺

うつもりです。 



第３分区Ｂ次年度ガバナー補佐  郭 福男様 

こんにちは。林ガバナー補佐の後を受けまして、次年度

のガバナー補佐予定者となっております。 

桜木ガバナーエレクト事務所から、早い時期に各クラブと

コミュニケーションをとってほしいとの要望がございましたの

で、２月より林ガバナー補佐にお願いして各クラブを回って

おります。貴クラブが最後となりましたが、私どもの千葉緑ロ

ータリークラブは、千葉南ロータリークラブの子クラブとして

１８年前に誕生したクラブなのです。 

当時、野城さんや塩谷さんと共に、ロータリーについて

色々勉強させていただきました。１８年経ってロータリーの

色々なことを忘れかけていたところにこの大役を仰せつかり

ましたので、また１年生のつもりで一生懸命勉強させていた

だこうと思っています。 

先ほど林ガバナー補佐からお話がありましたように８月４

日（火）にＩＭがございます。当番クラブが、私どもの千葉緑

ロータリークラブになっておりますので、またお願いに伺い

たいと思っておりますが、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

２８日（土）、次期会長のセミナーがございます。私も次年

度のガバナー補佐として司会進行をしたり、色々な経験を

させていただく訳ですが、先ほど伊藤さんとも頑張りましょう

とお話したところです。色々わからないことも多々あるかと思

いますが、皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。 

千葉緑ロータリークラブ会長・ 浅田 金誉様 

本日は、お願いがあってまいりました。早いもので私の会

長期限も残すところ３ヶ月となりました。例年、千葉緑ロータ

リークラブで恒例となっております「青少年育成チャリティー

ゴルフコンペ」が、４月２３日（木）に行われます。 是非とも

大勢の方にご参加いただけますよう、宜しくお願い致しま

す。 

◆◆入会式                    

普天間 操会員  

・ダイワロイネットホテル千葉駅前／支配人 

『何分若輩者ですが、皆様どうぞ宜しくお

願い申し上げます。』 

（推薦者：塩谷邦昭、北原俊彦） 

劉 亜斌会員  

・龍建信株式会社／代表取締役 

『中国の大連出身です。2000-2001 年度

米山奨学生としてお世話になり、そのお

蔭で千葉大学医学部博士号を取得する

ことが出来ました。皆様からいろいろなこ

とを教わりました。心から感謝申し上げま

す。いつか恩返しが出来ればと思っておりましたが、この度、

入会させていただくことになり、光栄に思います。末永くお

付き合いのほど、宜しくお願い申し上げます。』 

(推薦者：吉田裕成、竹尾白、伊藤和夫、出井清、斎藤昌雄) 

◆◆ 委員会報告                 

会員増強委員会より （北原 俊彦委員長） 

◇本日は、会員増強委員長の私にとって大変嬉しいことに、

２名の方に会員バッチが贈呈されました。 

◇創立５０周年記念事業で、皆さんで植樹した桜の成長ぶ

りを確認していただきたいと思います。 

また、この桜の植樹でお世話になったＮＰＯ法人「都川の

環境を考える会」が、今度の日曜日に花見の会を行うそう

ですが、行かれる方には地図をお渡しします。 

◇私は、次年度の第２７９０地区の会員増強委員長を仰せ

つかり、既に大変な目に合っております。他方で、昨年度

は第２７９０地区で NO.1 の表彰を受けましたが、今年度も

同様の気持ちでおります。今年度のクラブ会員増強委員長

はあと３ヶ月となりました。現在５３名ですが、なんとか５５名

にして私の花道を作っていただきたいと思います。また、会

員同士が親睦をより深められるよう、色々な同好会を作るこ

とも考えております。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

◆◆ 幹事報告           橋口 徹幹事        

次週、４月３日（金）の例会で、食事・委員会報告等終了

後、５０周年記念事業で植樹した桜を見に行きたいと思い

ます。多くの方のご参加をお願いします。 

◆◆ ニコニコボックス報告                    

≪第３分区Ｂガバナー補佐 林 正弘様≫ 

 次年度ガバナー補佐のご紹介のために訪問致しました。

残りの期間、宜しくお願い致します。 

 尚、５月１２日（火）開催のボウリング大会も宜しくお願い致

します。 

≪第３分区Ｂ次年度ガバナー補佐 郭 福男様≫ 

 皆さん、こんにちは。次年度ガバナー補佐予定者の千葉

緑ロータリークラブの郭です。就任前のご挨拶に参りました。  

今後、宜しくお願い申し上げます。 

≪千葉緑ＲＣ／長嶋 利忠様≫ 

 久し振りに親クラブさんへメークアップ出来ました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

エメラルドのように澄んだ君の瞳！ ルビーのように魅惑

に満ちた唇！ 鳴呼！ あれから４０年！ お互いに老けた

ね！ 借金して無理して買ったジュエリーは、今は悲しいか

な、鏡台の箱の中の肥し。 池内さん、死んだジュエリーに

命を下さい！  

≪竹尾 白会長≫ 

劉 亜斌さん、普天間 操さん、ご入会おめでとうござい

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

≪伊藤 和夫会員≫ 

普天間操様、劉亜斌様、ご入会おめでとうございます。

千葉南ロータリークラブは、会員同士、仲の良いとても楽し

いクラブです。親睦を深め、楽しいロータリーライフをお送り

下さい。宜しくお願いします。 

≪植松 省自会員≫ 

劉さん、普天間さん、ご入会おめでとうございます。小生、

本日急用のため、例会に出席出来ませんが、今後とも宜し

くお願い申し上げます。 

≪本田 博会員≫ 

 久し振りの出席です。孫の職場教育のため、欠席が多く

なりました。これから、時間が取れましたら、なるべく出席す



るように致します。 

◆◆ 出席報告 (会員数５３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。 

演  題⇒ 「宝石鑑定士が話すジュエリーの整理整頓」 

卓話者⇒ ジュエルダリアス オーナー 池内 基曜 様 

（英国宝石学特別会員 FGA ジェモロジスト取得） 

        
長野県の諏訪市で生まれ３６歳に

なります。高校を卒業した後、服飾

の専門学校に入りますが、遊んでば

かりでした。その後就職をしたわけ

ですが、もともと私はアパレル関係

の出身です。アパレル業界というの

は非常に回転の速い業界でして、そ

れについていけずに早々に退社し、１６歳ぐらいから興味の

あったジュエリー業界に進んだわけです。それから数社転

職を繰り返し２８歳の時に「ジュエリーハナジマ」という小さな

宝飾店に勤めさせていただきました。そこで７年間、私は今

のお店を持つためのノウハウを学ぶことができました。 

私の肩書きは「宝石鑑定士」となっておりますが、実は宝

石鑑定士という資格はございません。私が持っているのは、

英国宝石学協会の国際資格である「FGA」という資格です。

現在、国際的に認められている宝石学の資格の中では

「FGA」は最も権威のある資格と言われております。ゆえに

宝石鑑定士を名乗ってもいいのかな、と考えております。私

どもの業界で、この資格を持って現役で働いておられる方

は、おそらく２００名位しかいらっしゃいません。私は新宿区

の神楽坂でお店を開業しておりますが、新宿区でこの資格

を持っているのは、おそらく私一人だと思います。それだけ

難しい資格だと言われております。この資格を取るのには

最低で２年かかるのですが、私は２０１１年から１７名のメン

バーとともに受講スタートして、ストレートで合格できたのは

私一人だけでした。 

先ほど触れました、「ジュエリーハナジマ」を退社してから

３ヶ月間イギリスに留学し、イギリスを中心に様々なヨーロッ

パ国の宝飾店を勉強して、２０１３年４月に、私の会社である

「ジュエルダリアス」を設立いたしました。 

皆さんのイメージとしては、宝石店というのはあまり良いイ

メージがないと思います。事実、非常に販売ノルマの高い

業界であり、それは結果的に、自分が良い物だと思ってい

なくてもどうしてもお客様に買っていただかなくてはならな

いということを行うことになってしまいます。 

私は自分の会社をつくる時に、こんな間違った努力をす

る会社ではなく、お客様から感謝の言葉「ありがとう」を口に

していただける会社にしようと考えました。 

「最もありがとう、が集まる宝石店」という理念の下、今の

会社を設立いたしました。 

私どもの会社は、花をモチーフに宝飾をデザインするこ

とが多いのですが、店名の由来は「ダリア」の花であり、「ダ

リア」の花言葉は「感謝」、その「感謝」を最も集める会社と

いうことで「ジュエルダリアス」を店名といたしました。 

私のお店の特徴は、ビル丸ごとを借りており、中に「キッ

ズルーム」を持っていることです。これはヨーロッパの高級

宝石店を回って面白いと思い取り入れました。 

私どものお店は、宝石に関して全てを取り扱える「宝石専

門店」という位置付でやらせていただいております。 

本日のメインとなるお話しですが、ダイヤモンドについて

お話ししても面白くないと感じる方もおられるかなと、寸前ま

で考えておりましたので、「ジュエリーの整理整頓」という演

題に変えてお話をさせていただきます。 

私の仕事の中で、「ジュエリーの仕分け」のお手伝いをや

らせていただいております。ご自宅に訪問させていただき、

お持ちのジュエリーを拝見させていただき、色々お手伝い

するのですが、ご要望として多いのがジュエリーの転売（売

ってお金にする）です。ジュエリーの転売と言いますと買い

取専門店や質屋さんを思い浮かべられると思いますが、私

どもはダイレクトに業者が使う「株式会社ネットジャパン」を

使います。この会社は、業者が買いとった最終転売先であ

り、間違いなく一番高く買い取ってくれます。私どもの会社

は、転売が専門ではありませんので、１０％の手数料だけを

頂戴してネットジャパンに持ち込みをいたします。 

また、お客様に注意いただきたいのが自分のお持ちのジ

ュエリーの「価値」を把握することです。買い取専門業者の

場合は、買い取って転売した差益が利益となるため、自然

と高額の宝石を安く買い取りたいということが出てきます。

宝石の場合、名もない宝石が、実は、高い価値が出ること

があるのです。良い例が「サンゴ」で、日本ではさほど高い

ものではありませんが、中国では高値で取引されることから

乱獲などの問題が発生しているわけです。 

このようにお邪魔させていただきながら、お持ちの宝石の

価値をお調べしたり、転売したり、昔のデザイン

を最新のデザインにリフォームするなどのお手

伝いをさせていただくことができます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

第２４９０回例会 

日 時⇒ 平成２７年４月３日(金) 点鐘１２：３０ 

（食事・委員会報告等終了後に桜を見学に行きます。） 

 
＜会報当番：北田 城児会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 19,000 円 累計 727,000 円

金の箱 440 円 累計 21,040 円

出席者数３７ 欠席者数１６ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ６ 修正出席率 ７４．５１％

千葉ＲＣ 月 4/6 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 4/14・4/28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/14・4/28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 4/8 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 4/9・4/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 4/23・4/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


