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Be a gift to the world     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〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       

〔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） 

 

２０１５-２０１６年度 

第２５０３回 
平成２７年７月１０日（金）点鐘１２：３０ ≪晴≫ 

＊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                 

◇千葉北ロータリークラブ 

会長・神長 洋士様   幹事・栗原 洋一様 

会長エレクト・大柳 昭様 

パスト会長・栗原 賢一様 

◇米山奨学生   シェルパ・チリンさん 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

会長になる前に「会長エレクト研修セミナー（PETS）」

を受講した際、「会長は、例会の挨拶の中でロータリー

のことを話して下さい。」ということを言われています。 

８月４日（火）にインターシティミーティング（ＩＭ）があり

ます。新しい会員の方には、まだわからないと思います

が、それは、地区内の第３分区がＡとＢに分かれていま

すが、Ａ・Ｂ合同のロータリークラブの皆さんが集まって、

一同に会して勉強会を行うというのがインターシティミー

ティングです。新しい会員の方には、ぜひ参加していた

だきたいと思います。  

ところで、少しこの曲（it’s a small world）をお聴きくだ

さい。 

なぜこの曲をかけたかと申しますと、本年度のＲＩ会長

テーマは、“世界へのプレゼントになろう”です。 

ディズニーランドに「イッツ・ア・スモールワールド」とい

うアトラクションの世界があります。小さな子供も大人もこ

のアトラクションでは、このメロディを聞きながら小さなボ

ートに乗って水の流れにそって進みます。世界の国々の

民族衣装を着た可愛いこどもたちが、とてもにこやかに、

笑顔で、手を振りながら皆さんを迎えてくれます。子供た

ちが、未来の夢と希望に向かって、幸せな世界にはば 

たく。そういうとても楽しい世界が繰り広げられています。

私たちは戦争のない平和な世界を世界中の子供たちに

プレゼントして行かなければならないと思います。 

手を差し伸べましょう。  

先日、千葉北ロータリークラブの今年度の第１例会の

お祝いの帰り道のことです。非常に強い風が吹いており

ました。交差点で幼稚園の園児達とお母さん達が信号

待ちをしていました。この時、１人の園児の帽子が風で

飛ばされてしまったのです。私は、信号待ちで３台目に

いました。信号が青に変わり、前にいた２台の車が、横断

歩道にある園児の小さな帽子を避けるようにして走って

行きました。私は、ハザードを付けて車を止め、ドアを開

けたまま、後ろの大型トレーラーに「ちょっと待ってくれ」

と合図しながら、安全を確かめた上で、その帽子を拾い

ました。帽子は少しつぶれていたのですが、手を入れて

形を直してあげてお母さんに渡しました。非常に喜ばれ

ました。そういう小さなことも、困っている人に手を差し伸

べるということではないかと私は思いました。とっさの判

断で事故に遭ってはいけませんので、皆様は十分気を

つけていただきたいと思います。 

私は、帽子を拾ってあげて良かったなと思っています。 

皆さんにできること、病気で困っている人、何かで困って

いる人、そういう人たちに手を差し伸べて実際に行動を

起こすことが大事なことだと思います。 

その過程が、“世界へのプレゼントになろう”ということ

ではないかと思います。ほんの小さなことからでも良いの

で、皆さんにも是非お願いしたいと思います。 

＊＊＊ご挨拶                  

千葉北ＲＣ・会長 神長 洋士様 

まず始めに私事で第１例会にお伺い出来ず、心より

お詫び申し上げます。伊藤会長さん、石井幹事さん、ご

就任おめでとうございます。そして 千葉南ロータリークラ

ブ会員の皆様におかれましても大変おめでとうございま

す。千葉北ロータリークラブを代表いたしましてお祝いを

申し上げます。  

伊藤会長とは、４年前に幹事を同期でやらせてもらっ

たということで、その頃から良いお付き合いさせてもらっ

ています。いろいろご縁がありまして、通っている床屋の

マスターから、「千葉南クラブに伊藤さんという幹事の人

がいる？」と言われた時には、かなりびっくりした記憶が



あります。 

いつもニコニコしていて優しさにあふれている大好き

な先輩ですが、少し前に梅の木から落ちた話を聞いた

時は心配しました。最近の話しを伺う限りでは少し安心し

ています。くれぐれもお体に気をつけながら石井幹事とと

もに頑張っていただけますようお祈り申し上げます。  

そして、千葉南ロータリークラブの皆様におかれまして

も、益々のご発展とご多幸を祈念致しまして、ご挨拶とさ

せていただきます。有難うございました。 

＊＊＊委員会報告                 

第１３回国際里山の集いについて （金親博榮会員） 

例会後に、この場所で打合せを行いますので、各担

当の方とご協力いただける皆さん、宜しくお願い致しま

す。 

ＩＴ広報公共イメージ委員会 （大塚裕正委員長） 

国際里山の集いの準備、宜しくお願いします。その際、

創立５０周年の時に作成しましたジャンバーを着用して

いただければと思います。５０周年過ぎてから入会された

方は、どうするかを会長と相談して決めたいと思います。

よろしくお願いいたします 

親睦活動委員会・趣味の会 （清水清子会員） 

先週配布しましたが、８/７(金)、趣味の会・野球観戦

（対・福岡ソフトバンク）について説明させていただきま

す。 

１４：５０⇒ 野球場集合 

１５：００～ 球場で選手の練習を見学 

１６：００～ 選手代表と記念撮影 

１８：００⇒ プレイボール。 

是非、皆さんと一緒に応援したいと思います。 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事          

◇都川の環境を考える会より、「第１１回アドベンチャー

都川」開催のご案内が届いております。 

日時⇒ ７月１８日（土） ０９：００～ 

場所⇒ 千葉市都川水の里公園内 

◇地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

  日時⇒ １０月５日(月) 

  会場⇒ レイクウッド総成カントリークラブ 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪千葉北ロータリークラブ・会長 神長 洋士様より頂戴

しました。≫ 

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

皆さんこんにちは！今年度２回目の例会を迎えました。

本日は千葉北ロータリークラブ・神長会長、大柳会長エ

レクト、栗原洋一幹事、大先輩の栗原パスト会長、ようこ

そお越し下さいました。有難うございます。また、米山奨

学生のシェルパ・チリンさん、ようこそ。皆さんで千葉南ロ

ータリークラブの例会をお楽しみ下さい。 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５０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。 

 

 

≪会長方針・・・伊藤 和夫会長≫ 

「一期一会の心をロータリーに」をテーマにしたいと思

っております。相手を思いやり、最高のおもてなしの心で

接し、精一杯努力する。そして、自分の考え、思い、行

動が相手に伝われば、そこに信頼と深い絆が生まれてく

ると思います。ロータリーは、職業人として業界のリーダ

ーであり、地域のリーダーの集まりです。地域で活躍さ

れている真のロータリアンに相応しいと思われる知人、

友人、企業経営者の方にお仲間に入っていただけるよう

全会員でお声掛けしたいと思います。会員増強は、「一

期一会」の心から始まるものと思います。  

この一年間、各委員会の活動方針、活動計画に会員

の皆様の積極的な参加により、親睦の輪を広げ、奉仕の

理念のもとに、地域、そして世界に向けて奉仕プロジェク

トを展開し、全員でロータリーライフを楽しんで行きたいと

思います。何卒、お力添え下さいますよう宜しくお願い

申し上げます。 

 

今年度の方針 

① 会員増強（特別会員増強委員会のリーダーシッ

ププランのもとに全員参加） 

② 奉仕プロジェクトの展開 （職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、青少年奉仕） 

１） 職場訪問の実施 （親睦活動委員会と協賛） 

２） 「国際里山の集い」 （ロータリーデー）の開催 

３） 知的障害者更生施設「社会福祉法人槇の実

会」 “ひかり学園” への支援活動 

４） 「ＮＰＯ法人都川の環境を考える会」との交流、

支援活動 

５） 米山奨学生への支援・サポート 

６） 未来の夢を抱く、地域の子どもたちへの支援

活動 （コンサート、演劇等の開催） 

③ 会員同士の交流を深め、親睦を図る 

趣味の会の開催 （グルメ、旅行、ゴルフ、スポー
本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 累計 43,000 円

金の箱 1,000 円 累計 1,770 円

出席者数３２ 欠席者数１８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ５ 修正出席率 ７８．４２％

千葉ＲＣ 月 8/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/4 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/22 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 7/23・7/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/23・7/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ツ観戦、映画鑑賞他） 

④ ロータリーを理解する研修会の開催 

⑤ ソウル国際大会への参加と親交クラブ・東仁川Ｒ

Ｃとのグローバル補助金支援先を訪問 

⑥ インターアクトクラブの他クラブとの協賛支援 

≪会計・・・植松 省自副会計≫ 

 予算に基づいた運営を心掛け、厳正な資金管理を行

うよう頑張ります。 

≪クラブ管理運営委員会・・・向後 保雄委員長≫ 

クラブの活動を活発に進めていくために、各委員会の

連携と協力体制を強め、地域社会においてより認知度を

高めロータリアンとしての自覚と誇りを持てるような活動を

行えるようバックアップしたいと思います。また、広報活

動を通じ、存在をアピールし、会員増強を実現出来るよ

う、よりよいロータリー活動を広めて行きたいと思います。 

≪プログラム委員会：江沢 一男委員長≫ 

教養を高め、見分を広め、充実した時間を過ごせるよ

うなプログラムを作り上げて行きます。ロータリー月間に

沿ったプログラムを作っていきます。人を知るということで

新会員の卓話も取り入れていきます。“より楽しく誇り高

いクラブのために”を肝に銘じて行きたいと思います。 

≪会報委員会・・・廻 辰一郎委員長≫ 

わかりやすく正確な情報をクラブ内外にお伝えするこ

とを基本とし、コミュニケーションツールとして、より充実

するよう取り組みます。外部の方に認知していただけるよ

う、ホームページを活用した広報活動を行い、当クラブ

の存在と活動をより迅速に伝えていくことを心掛け、活動

して行きたい。 

≪出席委員会・・・北原 俊彦委員長≫ 

例会、各行事及び奉仕活動への積極的な参加を呼

び掛け、出席率の向上を図る。 

 会員の親睦及び相互信頼を深めるため、「趣味の会へ

の参加を呼び掛ける。 

≪親睦活動委員会・・・水野 浩利副委員長≫ 

楽しく有意義な行事を計画し、大勢の会員の皆様に

参加していただけるよう努めてまいります。 

例会場では、ゲストの方々を元気よくお迎えし、参加し

てみたいと思っていただけるような雰囲気作りを目指しま

す。 

≪クラブ研修委員会・・・斎藤 昌雄副委員長≫ 

 会員候補者にロータリー・クラブ会員の特典と責務に

関する情報を提供。会員にあらゆるレベルのロータリー

の歴史、目的、活動に関する情報の提供。新会員のオリ

エンテーションを実施する。 

≪ＳＡＡ・・・植松 省自委員長≫ 

会長の方針に従い、例会が常に秩序正しく、品位が

あり、かつ友好的に明るく円滑に運営されるよう努めます。

本年度も最強のメンバーで頑張りたいと思います。 

≪会員増強、退会防止委員会・・・鈴木美津江委員長≫ 

“６０名体制を創ろう”を目標に今年度も全員で拡大に

努力します。特に今年度は、北原会員が地区委員長とし

て活躍しておられるので、地区で大きな顔が出来るよう

頑張らなければなりません。皆さん、宜しくお願い致しま

す。 

≪会員選考委員会・・・野城 友三委員長≫ 

 会員増強がなければ選考が出来ません。会員増強、

宜しくお願いします。 

≪職業分類委員会・・・橋口 徹委員長≫ 

新会員として推薦された人の職業分類を的確に審査

します。 

≪ＩＴ広報公共イメージ委員会・・・大塚 裕正委員長≫ 

 千葉南ロータリークラブの活動をアピールするためにＳ

ＮＳ等を利用し、皆さんに瞬時に伝わるような仕組みを

作って行きたいと思っています。 

≪職業奉仕委員会・・・出井 清委員長≫ 

１０月、親睦活動委員会と協力して職場訪問を行う。 

１月、職業奉仕月間につき、地区へ卓話をお願いす

る。 

≪社会奉仕委員会・・・塩谷 邦昭委員長≫ 

・「社会福祉法人槇の実会・ひかり学園」を支援。 

・「ＮＰＯ法人都川の環境を考える会」を支援。 

・「国際里山の集い」での自然環境を体験してもらうため

の支援をする。 

≪国際奉仕委員会・・・斎藤 昌雄委員長≫ 

今年度は、９月に「日韓親善会議」、５月に「ソウル世

界大会」が開催されます。皆さんに参加して頂けるよう宜

しくお願い致します。また、５０周年記念事業で、グロー

バル補助金で支援した韓国の障碍者施設を視察したい

と思っております。 

≪青少年・ＲＹＬＡ委員会・・・金親 博榮委員長≫ 

「第１３回国際里山の集い」に、多くの参加をお願いし

ます。また、今年度もＲＹＬＡへセミナーへ参加します。 

≪ロータリー財団委員会・・・五十嵐 博章委員長≫ 

ロータリー財団に関する理解を深め、グローバル補助

金を活用出来るような奉仕プロジェクトを計画立案し、皆

様のご意見を伺いながら実行していきたいと思います。 

≪米山記念奨学委員会・・・水野 浩利委員長≫ 

国際奉仕活動の一環である留学生への支援は、平和

の懸け橋となる重要な奉仕活動です。皆様のご協力、宜

しくお願い致します。 

 
 

本日のデザートとして、上総一ノ宮産のメロンを江

沢一男会員が全会員にご提供下さいました。 

何と、“そごう”、“西武”の中で最優秀賞を獲得した

という代物（しろもの）です。 

尚、抽選で末吉会員がその極旨メロンをゲット！！ 

    （ニコニコをお願いしまーーーす！） 

 

第２５０４回例会 

日 時⇒ 平成２７年７月１７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『応援される人の聴く力・伝える力』 

第２５０５回例会 

≪納涼懇親夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２７年７月２４日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 中庭 

 
＜会報当番：河原 大輔会員＞ 


