
 

国際ロータリー第２７９０地区 
 

 

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２５０８回 
平成２７年８月２１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴≫ 

＊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                 

なし 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

８月７日の趣味の会・野球観戦、みなさん楽しんでい

ただけましたか？非常に暑い中、ビールも進んだかと思

います。 

８月８日、地区ロータリー財団セミナーがありまして、小

林さんと廻さんに出席頂きました。あとで報告が有りまし

たらお願いします。 

それから、悲しい報告なんですが、以前当クラブに４０

年間在籍されていた川合さんが８月９日に亡くなりました。

お盆の最中ということで、ご家族だけで葬儀をされたとい

うことで、私も１１日にはじめてその報告を聞きました。親

しかった方は、ぜひご自宅の方へ行っていただければと

思います。よろしくお願いします。 

「２０１５-２０１６活動計画書」が出来上がりました。今年

度の活動方針と計画をそれぞれ提出していただきました

ので、一通り目を通していただければと思います。１１月

のガバナー公式訪問は、この活動計画書に基づいて行

われます。定款、細則も改定されております。ぜひ目を

通しておいてください。 

また、最後の方に決議２３-３４が掲載されております

が、内容がどういうものであるか、新しい人は特にこのへ

んを読んでいただいて理解していただければと思いま

す。 

８月の２３日は、米山の地区セミナーがございます。 

２７日は、インターアクト年次大会がございます。茂 

 

原の高校で行われ、５名で行ってきます。青少年関係は

将来のロータリー、後継者育成の担当もありまして、一応

勉強をしてきたいと思います。 

７月２０日に開催しました「国際里山の集い（ロータリー

デー）」が、「ロータリーの友」に議事として掲載される予

定となっております。 

会員増強と言うことで、

国際ロータリーから水野

浩利会員宛にバッジが

届きましたので贈呈させ

ていただきます。 

    水野浩利会員 → 

（左）と伊藤会長 

＊＊＊委員会報告                 

≪鈴木 美津江米山カウンセラーより≫ 

７月２５日、米山奨学生の研修会が船橋市のグランド

ホテルでございました。私とチリンさんと、チリンさんの先

生もお招きして、研修会に参加致しました。 

先生方を呼ばれる機会が今まではなかったそうです

が、今回は半分位の先生達にご参加いただき、米山に

ついて理解をしていただこうという研修会でした。そのあ

とは、カウンセラーの苦労話を含めいろいろ話し合いを

させて頂いて、みなさんどうなさっているかなというような

ことを聞いたりしました。 

チリンさんについては、まだまだ私も性格をよくわかっ

ておりませんし、チリンさんもロータリークラブについてあ

まり理解されていないようなので、少しずつお話ししてい

きながら、クラブに少しづつ慣れていただくようにお話し

してまいります。 

新会員のオリエンテーションを今月２７日に行います

ので、ぜひご参加いただければと思います。 

場所⇒すし波奈 時間⇒１８時～ 

よろしくお願いします。 

 

≪江沢 一男会員より≫ 

千葉南ロータリークラブは、素晴らしいクラブであると

いうことを紹介したいと思います。 

昨年の１１月に私の紹介で貨物協会の総括次長さん

に卓話をお願いしたのですが、その時の様子が、貨物

協会の３月号の冊子に掲載されました。そして、８月には



今度は川崎のほうのロータリークラブが紹介されたという

ことです。これは、ロータリーという存在を、各運送会社を

含めて、紹介していただいたということにもなります。 

後日、担当者とお会いする機会があったのですが、千

葉南ロータリークラブの皆さんは、お客様を迎える姿勢

が大変素晴らしかったということでした。以上ご報告させ

ていただきます。 

 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

皆さんこんにちは。先週は、例会もお盆休みでした。

ゆっくりお休み出来たでしょうか。暑さもやや和らいでき

たようにも感じられますが、夏バテなどされていないでし

ょうか。 真夏の甲子園も終わりました。早稲田実業の清

宮選手の活躍、インタビューへの受け答えは、高校１年

生とは思えない素晴らしいものでした。これからの活躍を

期待しましょう。 

普天間会員、ホテルのオープンおめでとうございまし

た。今日は新会員としての卓話をよろしくお願い致しま

す。ホテルオープンの裏話も聞けるかなと、楽しみにして

おります。 

≪金親 博栄会員≫ 

プログラム委員会江沢委員長主催の持ち寄り抽選会

で、前回、抽選に当たり南房総の柚子を頂戴しました。

有難うございました。 

≪吉田 裕成会員≫ 

当社グループ・「創業５０周年記念感謝の集い」、本日

は、よろしくお願い申し上げます。 

≪植松 省自・斎藤 晶雄会員≫ 

  吉田裕成さん、会社創業５０周年、おめでとうござい

ます。 

 

 

 

＊＊＊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。 

 

 

 

 
 

≪鈴木 美津江会員増強・退会防止委員長≫ 

８月は、会員増強・退会防止月間になっております。

大変急ではございますが、せっかく地区の委員長がこの

クラブにはおりますので、北原委員長に１５分間、会員増

強についてお話ししていただこうということでお願いして

ございます。 

今日は、会員増強紹介カードをみなさんのお手元に

お配りしてございます。是非ともこちらにお友達、あるい

はお知り合いの方を、ご記入をいただいて、私のほうに

提出していただければと思います。私達委員会のほうで

お一方、お一方、丁寧にまわって、会員増強に務めてま

いりたいと思っております。 

全会員が会員増強委員でございます。真剣に考えて

いただきたいと思います。今年度末には、６０名を目標に

かかげてございますので、ぜひぜひご協力をお願い申

し上げます。 

 

≪北原 俊彦地区会員増強・退会防止委員長≫ 

明日、地区会員増強セミナーがあります。 

名目上は、私が司会することになっております。 

当クラブも過去は、９８名の会員数で第２７９０地区でいち

ばん人数の多い、最高のクラブであるという評価をいた

だいておりました。それがだんだんと減ってきまして、３４

名までになったことがあります。 

私は、昨年度まで２年間、会員増強委員長を当クラブ

でさせていただきましたけれども、一番大切なことは、こ

のクラブに入ってきたことが喜びであるということを感じて

いただきたいということです。やはり、退会防止をしなけ

れば、いくら増強しても増えていきません。 

この第２７９０地区は、８４クラブありますが、一桁台のク

ラブもあります。一番多いのは７０名位ですが、私はそう

いう人数の多いところというのは、みなさんやはりここへ

来てよかったなぁという思いを、喜びを持っているのでは

ないかと思うんですね。 

ロータリーってなんだろう？ 一口で言うと、奉仕をす

る団体です。奉仕活動。奉仕活動といってもいろいろあ

るわけですけども、それぞれがそれぞれの思いを持って、

いろいろな方に奉仕活動をするということで、自分のでき

る範囲内でよろしいかと思うのです。それを無理して何

かをやると、もういい疲れた、もうそろそろ辞め時かなとい

うような感じになってしまいます。 

また、会社の代表者のような方は、異動がありますと、

次の方を推薦していかなくなってしまう。そういうようなこ

とで退会者が出て、入会者も結構いるんですが、退会者

の数に追いつかない、そういうようなのが現象として数年

の間起きております。５年前に３４名まで落ちたことで、私

は大変危機感を持っておりました。おそらく３０名をきる

んじゃないかと。３０名を切ったらもう回復する望みはな

いんじゃないかなと。 

自分だけではできないからやらないということではなく、

自分の持ち味を出して、何かやろうというとき、委員長が

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 11,000 円 累計 63,000 円

金の箱 500 円 累計 4,020 円

出席者数３９ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率 ７０．０ ％

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/15 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ― 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 9/24 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



意見を出さなかったら何もしないではなく、委員になった

ら積極的に発言をしてほしいと思います。 

地区でフェローシップ委員会というのがありますが、バ

イク同好会を作りました。そこでもひょっと出た話をとにか

くやってみる、仲間を作る、そうすると情報が入ってくる。

力を貸してくれた塩谷会員には、大変お世話になり、細

かいところまで数字を出してきてくれて、こういうふうにな

ってるんだからここが足りないよ、ということをさかんに言

ってくれました。職業一覧表を、うつすだけでなく、現在

どうなっているか、この職業には何人いるかというところま

で出してくれて、それを見ながらここをみんなに協力して

もらおうというように２年間やってきました。お陰さまで５０

周年を５０名で迎えよう！というスローガンを達成出来ま

した。 

今年度は、鈴木会員増強委員長が引き続きやってく

れて、６０名を目指すと仰っていますので、私も現在のと

ころは安心です。 

皆さんが増強して６０名にするよ、という気持ちを持っ

ていただきますよう、ぜひ全員参加でお願いしたいなと

思います。 

             

 ≪普天間 操会員≫ 

 みなさんこんにちは。ようやく

１８日（火）にダイワロイネットホテ

ル千葉駅前がオープンしました。

感謝します。ありがとうございま

す。 

開業でゴールではなく、スタ

ートだと感じています。２週間ほ

ど、準備でばたばたしていて、

家に帰らずホテルに泊まり込みでした。みなさまにご心

配をおかけしておりますが、私は元気です。 

私の経歴ですが、今の会社に入社して１０年になりま

す。入社当時、当社のホテルは富山と大阪の四ッ橋の２

店舗のみでした。入社してから、最初に富山に赴任して、

その後、水戸、新横浜と転勤しました。ホテルのオープ

ンを２店舗経験しまして、千葉は３店舗目になります。今

回のオープンは、「支配人」という立場で、現場のトップと

してオープンをすることになりました。 

現在、当社のホテルは、千葉を含めて３８店舗あり、こ

れから６０店舗にするということで頑張っています。 

今回、オープンにあたり、つらいこと楽しいこと、たくさ

んありました。この６か月間いろんなことを勉強できました。

千葉は、ただのオープンではなく、弊社の社長も以前千

葉にいたので、かなり思い入れが強い場所です。千葉の

みなさんにダイワを知ってもらいたいと思っており、３８店

舗の中で、初めてのオープニングセレモニーを行わせて

いただきました。小さなものでしたが、パーティーを開催

させていただきました。 

これまでセレモニーの経験がなく、どうしたらいいかと

思いましたが、以前千葉南ロータリークラブでお世話に

なっていた社長や取締役、千葉首都圏ブロックそれぞれ

の支配人の協力のもとに無事にセレモニーができました。

みなさんに来ていただきかったのですが、会場の関係上、

会長、幹事さんにお越しいただきまして、千葉南ロータリ

ークラブよりお祝いをいただきました。本当にありがとうご

ざいます。 

今回より、ホテルシステムが変わったため、慣れずに

お客様へもご迷惑をかけている状況ですが、居心地のよ

く、あたたかいホテルづくりをしていきたいと思っていま

す。オープン日は会員の皆様１０名様ほどにご宿泊いた

だきました。来週（注：２４日以降）は、予約がこころもとな

いので、ぜひ、おねがいします。 

自己紹介です。普天間、沖縄の名前です。出身は横

浜、横浜育ちで４０年。前任の新横浜は地元でしたので、

地元を離れるのも辛かったのですが、千葉もいい場所で

よかったです。 

両親は、宮古島からさらに橋で渡った伊良部島という、

小さな島の出身です。観光客が少なく、海も本島とは違

う、リゾート感があります。今は、親戚がいますが、おじい、

おばあは他界しているので行く機会が少なく、４年に１回

ほど行くかんじです。 

ダイワロイネットは１０年と申しましたが、その前にＪＲ系

のホテルに５年半、ワシントンホテルに２年半、合計１８年

ほどホテル業に従事しています。もともとは、エアライン

系を目指して専門学校に行きましたが、就職がなかなか

厳しくて、ホテルでアルバイトしていたこともあって、ホテ

ル業に飛び込みました。たまたまインターンシップでバリ

のリゾートホテルに半年間行く話があって、研修と申しま

すか遊んでいましたが。帰ってきてエアライン系のアル

バイトはしたのですが、ホテルの仕事の楽しみを忘れら

れず、ホテル業界へ就職しました。 

私は、人見知りではあるのですが、お客様と接すること

が楽しいです。 

大抵、オープンして２～３年で

支配人は転勤を命じられるので

すが、千葉にもう１店舗建てたい

と社長が張り切っているので、も

しかしたら千葉からまだ出られな

いかもしれません。千葉は良い

ところですので、もう少し長くいら

れれば嬉しいと思っています。 

        （写真：インタネットより） 

 

 

第２５０９回例会 

日 時⇒ 平成２７年８月２８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 新会員卓話 

        河原大輔会員、瀧川 誠会員 

第２５１０回例会 

日 時⇒ 平成２７年９月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員ミニ卓話 

 
＜会報当番：酒井 秀大会員＞ 


