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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２５０９回 
平成２７年８月２８日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

＊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                 

なし 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

昨日は、当クラブの新入会員３年未満の方のオリエン

テーションがありまして、１０数名出席していただきまして、

先輩会員を含め２０名の出席でした。ロータリークラブと

は何なのかという問題を話し合いました。親睦は大事で

すが、奉仕活動が目的です。真の目的を忘れないように

活動していただきたいと思います。 

その中から、今日はロータリーの目的ということで話を

します。昨日のオリエンテーションで説明しましたが、ロ

ータリーの目的は、意義ある事業を基礎として、奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにあるということです。そこ

で４つの項目がございます。 

◇第１に、知り合いを広めることによって、奉仕の機会と

する。 

◇第２に、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

は全て価値のあるものと認識して、社会に奉仕する機会

としてロータリアン各自の職業を高潔なものとする。 

◇第３に、ロータリアン一人一人が個人として、また、事

業及び社会生活において日々奉仕の理念を実践する。 

◇第４に、奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネット

ワークを通じ国際理解、親善、平和を推進する。 

この４つが、ロータリーの目的ということになります。ロ

ータリーってなんですか？と聞かれたときにこの４つを暗

記し説明できる、この目的を十分理解したうえでロータリ

ーの活動をいていただきたい。この活動計画書をできれ

ば、はじからはじまで読んでいただきたい。時々読み返

していただきたいと思います。 

皆さんそれぞれに委員会に所属しています。自分は

どの委員会に入っているか解ってない人はいないと思い

ますが、１６ページには委員会、その後ずっと見ていきま

すと活動計画書がございます。そして、当クラブの歴史も

あります。自分の職業分類が何なのか全部乗っています。

是非、時々目を通していただきたいと思います。 

それから、報告事項として、昨日は朝９時３０分から１６

時までインターアクト年次大会に行ってきました。インタ

ーアクトは、高校生の１年から３年生が対象です。江沢さ

ん、河原さん、三神さんと私が参加してきました。 

次の報告は、ガバナーエレクトの青木さんから、第２７

９０地区の２０１６年から２０１７年度のガバナー補佐が正

式に案内がきております。我々は第３分区Ｂですが、Ｂ

分区は、当クラブの金親会員がガバナー補佐になりま

す。 

おめでたいところで、８月１８日は、普天間さんのダイ

ワロイネットホテルがオープンしました。おめでとうござい

ました。８月２１日は、吉田さんのところのビィー・トランセ

グループの５０周年、本当におめでとうございました。そ

れから、８月２２日は地区会員増強・退会防止セミナーに

鈴木委員長と私が参加してきました。 

８月２３日には、米山記念奨学会の研修セミナーがご

ざいました。今、当クラブでは、米山奨学生としてネパー

ルのシェルパ・チリンさん、カウンセラーは鈴木会員がや

っております。その米山奨学生のセミナーで、奨学生の

卓話を是非聞いてくださいとの案内がきました。１０月が

米山月間になります。地区の方から奨学生を招いて卓

話をしていただくことになっています。 

来年の５月２８、２９、３０日、６月１日と国際大会があり

ます。第２７９０地区から３００名、全国から１０，０００名参

加したいということです。私どももできれば、多くの方に参

加していただきたいと考えています。韓国のソウルで開

催されますので、東仁川ロータリークラブとの懇親も深め

られると思います。国際奉仕委員長の斎藤さんを中心に

進めていきたいと思います。 

＊＊＊委員会報告                 

出席委員会より （北原 俊彦委員長） 

２０１４-２０１５年度下期（１月か～６月）出席報告です。

１００％出席者のお名前を申し上げます。皆出席賞がご



ざいますのでよろしくお願いします。 

今関会員、伊藤会員、石井会員、植松会員、梅村会員、

小野口会員、金親会員、北原会員、北田会員、塩谷会

員、杉本会員、竹尾会員、寺澤会員、野本会員、花澤

会員、橋口会員、水野会員、三神会員、野城会員、吉

田会員の２０名でございます 

 
会員増強・退会防止委員会より （鈴木 美津江委員長） 

８月２２日（土）、オークラ千葉ホテルで地区会員増強・

退会防止セミナーが行われました。当クラブからは会長

と私と地区の委員長であります北原会員が出席しました。

一つ面白いと思ったのは、鴨川のクラブで元市長が入

会したら、元市長のつながりでずいぶんいろんな人が入

られたということです。参考にしたいと思います。 

地区のテーマは〝目指せ３，０００名″ということでして、

３，０００名を目指して頑張っているところでございます。

当クラブも６０名を目指しております。先週お配りした会

員増強紹介カードを一人でも多くの方に出していただけ

るよう、ご協力をお願いします。募集用のパンフレットを

地区から取り寄せておきますので利用してください。もう、

すでに２名の新入会員も決まっておりますので、６０名を

目指して頑張っていきますので、皆さん、ご協力よろしく

お願いいたします。 

 

北原 俊彦会員より 

地区の会員増強・退会防止委員長をやっているもの

ですから、先日、銚子ロータリークラブへ卓話に行ってき

ました。他にも卓話をしてくれという所もあります。その中

で、同好会を作って仲良くなったなかで、ロータリーの活

動をしようと、そういう流れが、今、起きつつあります。 

いろんな所の会員さんと私は交流の広がりを見せてい

るのですが、だいたいそういう話があります。当クラブで

も同好会を作るよう言ってまいりました。同じ趣味を持っ

た人たちが一緒に楽しむということは、決してロータリー

精神に反している訳ではないと思いますので、是非、親

睦の人たちで進めていってほしいと思います。 

 

金親 博栄会員より 

先週の土曜日ですが、ロータリー財団関係の集まりが

ありました。私は学友会の会員ということで呼び出された

のです。ロータリー財団の奨学金が、今までは資金の大

きな使い道だったのですが、３年ほど前から年間一人ぐ

らいに絞ってしまったという方針転換をしたということです。

学友が毎年一人しか増えないということになってしまいま

した。そのお金は、各クラブの財団の活動資金にまわっ

たということで沢山使ってくれという話がありました。これ

から学友会を活性化させるために、米山記念奨学会とか、

ロータリー財団とか、青少年交換とか、その辺の学友会

を統一組織の中に入れるということになったということで

す。それは、今年から動き始めるということなので、組織

は別にあるんですが、統括の部分を作ったということで

す。 

それから、国際里山の集いの協力の御礼かたがた来

年もまたやるという話をしたところ、その中で学友の出席 

が２０名ぐらいあったなかで、２人も当クラブが支援してい

た方が出ておられました。来年もまた行いたいと思って

おりますので、ご協力、よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員会より （斎藤 昌雄委員長） 

来週９月４日は、「第１３回日韓親善会議」が東京（グラ

ンドプリンスホテル新高輪）で開催されます。参加を申し

込まれた方は、当日は当クラブの例会と重なっておりま

すので、お間違えのないよう、よろしくお願いします。 

 

第４９回インターアクト年次大会参加報告（河原大輔会員） 

８月２７日（木）、「千葉県立茂原樟楊高校」において、

国際ロータリー第２７９０地区インターアクト委員会の主催

により、第４９回インターアクト年次大会が開催されました。

参加者はインターアクトクラブの高校生１００人弱、引率

の教師及び１７の各ロータリークラブでした。千葉南ＲＣ

からは、伊藤会長、江澤会員、三神会員及び河原が参

加しました。 

 今年のメインテーマは「私たちにもできることは必ずあ

る！～高校生が考える国際協力～」でした。大会は午前

と午後の 2 部構成で行われ、午前の部では「世界がもし

１００人の村だったら」というサブテーマで、地球上の約７

０億の人々の生活を参加した高校生１００人に縮小して

世界の現実を考えました。 

例えば、世界中で水道設備が整備され蛇口から水を

飲めるのは、１００人の内たったの２人である（８％）。他の

９８人は、川や井戸で水を汲まなければならない。また、

世界の人口の約６０％はアジアに集中していることに対

して、世界の富の半分以上は北アメリカとヨーロッパに集

中している。こうした現実を学びました。 

 午後の部では、国際協力機構（JICA）の３人のボランテ

ィア経験者が講師となり、援助について考えました。

JICA の講師は、それぞれミクロネシア、タンザニア及び

マラウイのボランティア経験者で、３つの部会に分かれて、

それぞれ講義が行われました。高校生たちも３つの部会

に分かれました。我々は、マラウイのボランティア経験者

である和泉澤さんの部会に参加し、「援助する前に考え

よう」というサブテーマで３０人程度の高校生たちと援助

について考えました。 

 大会は定刻通りに終了し、インターアクトクラブの高校

生たちが真剣に国際協力について考える様子が感慨深

いものでありました。 

 

 

＊＊＊ 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。吉田会員、先週のビィー・トランセ

グループの５０周年記念パーティーへ、会長・幹事とも参

加させていただき、有難うございました。とても立派な、

楽しい、上品なパーティーでした。５０周年、本当におめ

でとうございます。 

河原会員、瀧川会員、今日は新入会員としての卓話

をよろしくお願いします。 



≪石井 慎一会員≫ 

高２の長男はソフトボールをしています。８月９日～１２

日まで滋賀県守山市で開催されたインターハイで、４日

間で６試合戦って、準優勝できました。男子ソフトという

ややマイナーな部活ですが、全国大会での活躍が親な

がらうらやましい限りです。２４日発売のベースボールマ

ガジン社のソフトボールマガジンという雑誌に少しだけ記

事と写真が載っています。 

また、先週２２・２３日と、埼玉県東松山市で国体関東

ブロック予選があり、それも千葉県少年男子代表選手１３

名の一員として出場して３試合を勝ち抜き、ブロックの第

一代表となりました。１０月の和歌山国体に千葉県代表と

して、ちーばくんをつけて参加です。親ばかですが、で

きるだけ応援してあげたいなと思っています。ちなみに、

女子は木更津総合がインターハイで優勝し、国体もブロ

ック代表として出場します。男子・女子とも頑張って欲し

いです。 

≪斎藤 昌雄、植松 省自会員≫ 

 吉田さん、５０周年おめでとうございました。すっかりご

馳走になり、有難うございました。過去の歴史だけではな

く、未来の夢も語る素晴らしいパーティーでした。 

≪竹尾 白会員≫ 

昨日のオリエンテーションには、新会員の方１２名がご

参加くださいました。有難うございました。今後ともよろし

く！ 

≪吉田 裕成会員≫ 

 ビィー・トランセグループの「創業５０周年記念感謝の

集い」には、ご参集下さいましてありがとうございました。 

今後とも宜しくお願いいたします。 

 

＊＊＊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。 

    

河原 大輔会員 

 1973 年 8 月 19 日に埼玉県川口市

に生まれました。父親が税理士でし

たので、今考えると、引越しとは縁の

ない仕事かと思いますが、私は何回

か家族とともに住まいを変えていま

す。 

 ２歳ごろ千葉県船橋市の若松団地に引っ越しました。

このころから少し記憶があります。幼稚園に行く姉を送る

映像が白黒で残っています。４歳になると稲毛に引っ越

しました。１４号線沿いにあるマンションで、今もあります。

小学校２年までここで暮らしました。小学校は千葉大学

教育学部付属小学校です。８歳ごろ松波に引っ越しまし

た。それ以来、今まで松波町で暮らしています。 

 中学校は千葉大学教育学部付属中学校に進みました。

部活はバレーボール部です。そのころは身長 175 ㎝、体

重 60 ㌔で、今では考えられないですが、スラッとしてい

ました。勉強はほとんどしていないので成績は悪かった

です。３年生になり進学に心配して焦りだし勉強をしまし

た。 

 高校は県立千葉高校です。このころよく麻雀をしました。

麻雀は４人がどこかに集まらなければなりません。初め

のころは友人の家でやりましたが、音がうるさいのでしば

らくすると断られました。雀荘にも行きましたが、お金が

かかるのでやめました。仕方ないので、日曜日に学生服

を着て、学校で麻雀をしていました。３年生になり再び進

学に焦りだし勉強をしました。 

 大学は慶應義塾大学経済学部です。このころになると

麻雀に加えて、バイクによく乗りました。HONDA のスー

パーフォアです。横浜によくツーリングしました。一度、

夏休みに青森の十和田湖まで行こうとしました。２日かけ

て福島県猪苗代湖まで行きましたが、大雨となり、高速

道路を使ったので、あっさり４時間で帰ったことを覚えて

います。広島にも行きました。深夜から走り出し、午後 6

時ごろについたと思います。フラフラになりながらカプセ

ルホテルで休憩し、翌日すぐ千葉に戻りました。ボロボロ

になって千葉に帰りました。両親は広島に行ったことを

知らないので、単純に１日外泊したくらいにしか思ってい

なかったでしょう。 

 卒業後、株式会社日本製作所に２年半勤め、その後

父親の会計事務所で勤め、10 年以上かけて税理士とな

りました。父親はすでに税理士を引退しています。お陰

様で税理士業務を順調にやらせていただいております。 

 
瀧川 誠会員 

本年４月にＡＬＳＯＫ千葉支社長と

して着任して、約５ヵ月経ち、少しず

つ慣れてきたのかと感じています。4

月 17 日千葉南ロータリークラブの北

原会員、塩谷会員に推薦いただき、

入会しました。本日は、イ二シェーシ

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 8,000 円 累計 71,000 円

金の箱 960 円 累計 4,980 円

出席者数３５ 欠席者数１５ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ０ 修正出席率  次回にて

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 



ョンスピーチということでお時間を頂いたことお礼を申し

上げますとともに簡単ではございますがまず自己紹介を

いたします。 

生まれは、１９６０年９月９日の５４歳になります。出身

は、岡山県和気郡和気町という地名であり判らない方も

多くいらっしゃると思います 

岡山県の東部地区の兵庫県境に近い位置にあります。

岡山の有名なものは、後楽園、桃太郎、吉備団子とか、

または、果物では、桃、マスカット等の産地でもあります

が私の育ったところはまったく関係はありません。隣の市

町村には、備前焼という焼き物が有名な備前市がありま

す。 

家族は、父親、妻、子 3 人ですが、子供は 3 人とも社

会人となっています。 

母親の仕事の関係で高梁市というところの小学校、中

学校、高校に通い、ALSOK 綜合警備保障に入社し、岡

山から四国の高松、大阪の難波、東京赤坂の本社、神

奈川県相模原市の事業所、そして現在の千葉支社へ千

葉市に単身で赴任しています。単身生活は、今年８月で

１６年目に入りました。 

趣味は、同級生から誘われて愛媛県の石鎚山に登り、

頂上から朝日を見たときの気持ち（本当に太陽が昇って

いく瞬間が何もかも忘れて気持ちが良い）がはまってし

まい、石鎚山をはじめ、剣山、九州の九重山、大きい山

と書いて大山、白山、恵那山そして富士山も2回登りまし

た。西日本の山を中心に登っています。今まで登った山

で一番良かったのが屋久島の宮之浦岳です。登るとき

にはスコールと亜熱帯特有の湿度に悩まされましたが、

頂上に上ったときに見た３６０度の大パノラマは、東は桜

島、西は沖永良部島が見え、素晴らしく気持ちが良く感

動したのが記憶にあります。最近は、あまり時間もなく山

に登ることは出来ていませんが、登山が好きな方がいら

っしゃれば是非誘ってください。最近は５年前に上司か

ら強引に誘われて始めたゴルフがどちらかというと趣味

にだんだんなってきたのではないかと思います。土曜日、

日曜日しか行けませんが、もし良ければ誘っていただい

たら幸いです。 

私の座右の銘は、中学、高校の恩師から教えていた

だいた言葉「百折不撓」であり、何度でもくじけても挑戦

する! ということですが人生は良いことばかりではない、

逆に悪いことばかりであることを意識して常に挑戦してい

く気持ちが大事であると教えられ、この言葉を忘れず、

仕事であり、家庭であり、また遊びにも意識して邁進して

いることです。 

千葉南ロータリークラブでは前任の永安さんはじめ、

以前の支社長の上田さん、栢木さん、吉田さんが大変お

世話になったと聞いています。歴代の支社長から会社の

紹介させていただいていると思いますので今日は、当社

所属のスポーツ選手について応援をお願いしたくお話さ

せていただきます。 

当社のＡＬＳＯＫスポーツ選手の紹介をいたします。 

○柔道部  １１名 

ALSOK で一番最初に出来た運動部である。柔道部。 

 長い歴史を誇るだけではなく部員のレベルも非常に高

く、過去にはシドニー五輪金メダリストの井上康生やア

テネ五輪で金メダル、北京五輪で銀メダルを獲得した

塚田真希が選手として所属。現在もロンドン五輪で準

優勝の成績を収めた男７３Kg 級の中谷力選手をはじ

めとする、日本を代表する選手が所属しています。 

○レスリング部 ７名 

オリンピック３連覇を達成した伊調馨、同じくオリンピッ

ク３連覇と、それを含めた世界大会１５連覇達成し、国民

栄誉賞を受賞した吉田沙保里等、ALSOK レスリング部

には世界トップレベルの選手が所属しています。 

９月７日～１２日 米国ラスベガス 世界選手権大会で

メダルを取ればリオデジェネイロオリンピック出場。 

○陸上部 １名 

陸上競技の中でも当部の中心的な種目は、「競歩」で

す。現在、日本では競技人口は多くありませんが、オリン

ピック陸上の伝統的な競技種目の一つです。基本的に

はどちらかの足を決して地面から離すことなく、しかも早

く、長距離（２０Km～５０Km）を歩くこと。シンプルなようで

いて難しい、持久力が要求されるスポーツですが選手は

「世界を目指して一歩一歩」をテーマに、日々トレーニン

グに励んでいます。 

８月２２日～３０日 中国北京 世界陸上選手権大会 

○ウエイトリフティング部 ３名 

ウエイトリフティング部は、２０１４年に創部され、世界を

目指して精進しています。１１月２０から２９日米国ヒュー

ストン 世界選手権大会 

特に八木かなえ選手は、ロンドンオリンピックに出場し

ています。 

○射撃部  １名 

張り詰めた空気の中、集中力を高めて的を狙う選手の

姿は、独特の凛とした美しさがあります。湯浅菜月選手

は平成２７年４月２５日全日本ライフル射撃競技大会で

優勝しました。そのほかに剣道部、護身術部がありま

す。 

世界を目指しているＡＬＳＯＫ選手を応援していただ

ければ幸いです。 

  

以上簡単ではありますが、自己紹介とスポーツ選手に

ついて、話を終えたいと思います。こうして皆様にお話し

する機会をいただき本当に有難うございます。また、ロー

タリークラブは、前任地のときに相模原南ロータリークラ

ブへ入会し、奉仕プロジェクト委員会で社会奉仕委員会

に所属しておりました。 

この千葉南ロータリークラブでの活動は、何が貢献出

来るかわかりませんが、自分自身の持ち味である「粘り強

さ」を持って活動していきたいと考えています。 

ご清聴有難うございました。 

 
 

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：松尾 博之会員＞ 


