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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２５１４回 
平成２７年１０月９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                 

・本日のゲストスピーカー 

千葉県レクリエーション都市開発株式会社  

取締役  荒井 克政様 

 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

◇１０/４・５日（土・日）、「米山梅吉記念館探訪研

修旅行」ということで鈴木米山カウンセラーと米山

奨学生のシェルパ・チリンさんが、１泊２日で米山

梅吉記念館へ行かれました。 

◇１０/１０日（土）、「地区奉仕プロジェクト委員会

セミナー（１３：３０～１６：３０）三井ガーデンホテ

ル千葉にて開催されます。出席者は私、職業奉仕副

委員長・江沢会員、社会奉仕委員長・塩谷会員、国

際奉仕委員長・斎藤会員です。 

◇１０/１２日（月）、新会員研修セミナー（１３：３

０～１６：３０）が TKP ガーデンシティ千葉にて行わ

れます。出席者は、江沢会員、大塚会員、河原会員、

三神会員、中森会員、劉会員です。 

◇今月は、経済と地域社会の発展月間が新設されて

おります。 

千葉県は、海あり山ありと環境に恵まれておりま

す。そのような中で、本日のゲストスピーカー新井

様の卓話を楽しみにしております。 

 

 

 

＊＊＊委員会報告                 

社会奉仕委員会より （酒井 秀大副委員長） 

 １１月２２日（日）に開催される多古町「いきい

きフェスタ TAKO」にひかり学園がバザーを出店しま

すので、バザーに出店出来そうな品物、その他、ひ

かり学園で使えそうな物がありましたら、お持ち下

さい。ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

米山記念奨学委員会より （水野 浩利委員長） 

今月は、米山月間です。米山へのご寄付のご協力、

宜しくお願い致します。 

 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事    

 各テーブルにＲＩからのお知らせ、米山記念奨学

会、地区からのお知らせを配布してありますのでご

回覧下さい。 

＊＊＊ 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。朝晩はだいぶ寒くなってき

ました。季節の変わり目ですが、お変わりないでし

ょか。 

千葉県レクリエーション都市開発株式会社・取締

役 荒井克政様、本日はようこそおいで下さいまし

た。卓話を楽しみにしています。どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

≪江沢 一男会員≫ 

荒井さん、今日の卓話、宜しくお願いします。 

５日に開催された地区大会記念ゴルフ大会では、

飛び賞で蟹を戴きました。 

 

≪石井 慎一会員≫ 

先々週ですが、一宮で行われた、「九十九里トライ

アスロン」に参加し、無事制限時間内にゴール出来

ました。一宮川を１．５km 泳ぎ、九十九里波乗り道

路を４２km 自転車で走り、最後は、１０km 自分の脚

で走ってきました。 

 



≪出井 清会員≫ 

 白内障手術で２週間休みました。濁りが取れ、ハ

ッキリと見えます。 

 伊藤会長、お米を有難うございます。家族でいた

だきます。 

 

≪劉 亜斌会員≫ 

 先週、卓話のことをすっかりと忘れてしまい、大

変失礼致しました。本当に申し訳ありませんでした。 

 このようなことは二度としないように誓います！ 

 

 

 

＊＊＊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。 

  

 

演 題⇒ 「私の第三の職場」 

卓話者⇒ 千葉県レクリエーション都市開発㈱ 

      取締役  荒井 克政様 

        

千葉南ロータリークラブの皆さ

ん、こんにちは。 

只今ご紹介いただきました、

千葉県レクリエーション都市開 

発㈱の荒井と申します。 

このような機会をいただきま

して感謝申し上げます。 

演題に合っていないかも知れませんが、私の３つ

の職場体験を中心に話をさせていただきます。 

最初の職場ですが、私は、小さな貧乏農家の長男

として生まれ、小学生の頃から母に普通高校であれ

ば鉛筆１本で経費が掛からないので、普通高校に入

学して倒産しない役場に勤めなさいと言われて、や

がて就職をしたところが千葉県庁でした。 

これが、第一の職場でございます。 

県庁では、６部局他公共企業等２１ケ所の職場を

体験しまして、なぜこんなに異動させるのだろうな

んて思いをしたこともありましたが、結果、浅く広

くではないですが、いろいろな仕事を体験しました

し、その業務に関係した職員（技術者、農林、土木）

はもちろん、政治家、市町村長さんなどを含め、組

織外の幅広い人々と知り合えたのは、私の財産とな

りました。 

 若い時は徹夜の仕事もしましたし、土日の行事、

あるいは夜間の住民説明等々がありました。 

 特に、東北沖地震の時は、長生地域が管轄で１０

日間ぐらい徹夜作業で、情報収集や管内の避難所に

毛布・水・非常食など緊急支援物資を送る、あるい

は現地への支援の受付などを行ってまいりました。 

先月の鬼怒川の堤防決壊での常総市の対応など、

他人事でなく、昔は設備等の雨量の想定が１時間当

たり、５０㎜でありましたが、現在ではゲリラ豪雨

などと呼ばれ１時間当たりの雨量が１５０㎜を超え

ることもあり、よく想定外と言われますが、想定外

とは想定できるものを想定しなかった言い訳でしか

ないと思います。 

 皆さんも頭でわかっていると思います。堤防を含

め橋梁やトンネルなど設置してからの経過年数を考

えられると修繕・改修が必要です。無駄を省くこと

は必要ですが、公共事業の削減はどんなものかと思

います。 

 第二の職場として、京葉臨海鉄道㈱に入社しまし

た。京葉臨海鉄道㈱は、京葉臨海工業地帯の造成に

伴い、昭和３７年に日本国有鉄道・千葉県・進出企

業が出資し、設立された貨物専用の地方鉄道でござ

います。 

  蘇我駅から袖ヶ浦市の北袖地区まで、９駅の千

葉県で唯一の貨物鉄道会社であります。 

 京葉臨海工業地帯で生産される物資輸送の担い手

として、石油類・化学工業品・県産の米・野菜・果

物等を輸送し、発着共に全国ネット輸送を展開して

います。 

 京葉臨海鉄道㈱では、関連事業と言うことで、鉄

道事業に係わる土地の有効利用やテナント貸付、駐

車場貸付、マンション経営などを行っておりました。 

 ここでの体験としては、３年間でありました。京

葉臨海鉄道㈱では、仕事をすることが直接利益につ

ながり、どうしたら収入になるのか、どのように経

費を削減するかを考え、頑張ることが結果につなが

り、良かったです。 

 次が第三の職場の千葉県レクリエーション都市開

発㈱であります。 

 ここについては、申し訳ありませんが会社の宣伝

的要素が強くなりますけれども、よろしくお願いし

ます。 

 千葉県レクリエーション都市開発㈱は、昭和４５

年当時の建設省が提唱した｢レクリエーション都市

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 125,000 円

金の箱 360 円 累計 9,291 円

出席者数３３ 欠席者数１８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １ 修正出席率 ６７．３５％

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 10/21 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 10/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/22・10/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



整備要綱｣に呼応した千葉県の呼びかけにより、公共

民間共同出資の株式会社として昭和５０年に設立さ

れた会社です。 

 概略を説明しますと、蓮沼ウオーターガーデンは、

昭和５０年に営業開始をしまして、千葉県最大級の

プールで面積は６万平方メートルあります。 

 プールは１７種類あり、今年は全テレビ局・新聞

等で取り上げられ、スマップなど芸能人も来園され

ました。人気の今夏新登場スプラッシュシェイカー

は、螺旋形の急降下ゾーン・７色に光るイルミネー

ションゾーン・横揺れゾーン・急降下後の巨大な壁

を登るゾーンの４種類の体験を一度で味わえるスラ

イドは、世界初であります。 

≪パンフレット案内≫ 

 今年は７月１１日にオープンし、９月２３日まで、

２３０，８０４名の入園者があり、県内プールでは

最高の入園者数でありました。（お盆以降の天気が良

かったら、２５万人） 

 

 近年は、グランドゴルフやパークゴルフが盛んで

あります。日本パークゴルフ協会認定のコースが３

６ホールあります。 

 お集まりの皆様で、パークゴルフをする方がいら

っしゃいますか。 

 先日１０月７日に千葉県連合会パークゴルフ大会

が開催され、２４８名が参加されました。県内全域

の他、現在では埼玉県から団体で宿泊を伴ったプレ

ー者などが多く見えていただいております。 

 その他スポーツ施設は、テニスコート２０面、野

球場、サッカー場、グランドゴルフ場などがありま

す。 

 また、子供の広場には、（変わり種自転車、ゴーカ

ート、ミニトレインなど）あります。 

 さらに、皆さんにご紹介し、ご利用頂きたいもの

が犬吠埼ホテルでございます。 

 天然温泉で、地球が丸く見える露天風呂は絶景で

最高でございます。 

 テレビのナニコレ珍百景と言う番組、晴れた日に

海面に灯台が写り、その灯台が写った海面の状況が

２階の廊下の窓に写る現象です。 

 是非、宿泊のうえ、確認願えれば、幸いでござい

ます。 

 銚子市内・街は、ローカル列車あり、漁港の新鮮

な魚あり、イルカウオッチングなど見どころ満載で

す。犬吠埼ホテルへのご来館を心よりお待ち申しあ

げております。 

 最後に、この千葉市内ホテルニューツカモトの１

階に弊社がイタリアンレストラン｢オリゾンテ｣を１

０／２１にオープンする予定でございます。機会が

ございましたら、ご利用の程よろしくお願いいたし

ます。 

これをもちまして、終わりとさせて頂きます。 

 有難うございました。 

 

👈 写真       

インターネットより 

 

 

 

 

 

絶景の宿・犬吠埼ホテル屋上から見た景色 

 
 

 
１０月は・・・ 経済と地域社会の発展月間・米山月間  

 
≪米山奨学事業について≫ 

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創

立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発足

しました。1952 年、東京ロータリークラブが発表した

のは、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援

する事業「米山募金」の構想でした。そこには、二度

と戦争の悲劇を繰り返さないために、国際親善と世界

平和に寄与したいという、当時のロータリアンたちの

強い願いがあったのです。この事業は、わずか 5 年の

間に日本全国のロータリークラブの共同事業へと発展

し、1967年には、文部省（当時）を主務官庁とする「（財）

ロータリー米山記念奨学会」が設立される運びとなり

ました。現在、50 年以上の歴史を持ち、RI から認証を

受けた日本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動

（手続要覧 33 および 93 頁）です。現在も、「将来の日

本の生きる道は平和しかない。その平和日本を世界に

理解させるためには、アジアの国々から一人でも多く

の留学生を日本に迎え入れて、平和日本を肌で感じて

もらうしかない。それこそ、日本のロータリーに最も

ふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか」という思

いを込めて運営されています（ロータリー米山記念奨

学会史より）。  
 

 

 
 

第２５１５回例会 

日 時⇒ 平成２７年１０月１６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『米山月間に因んで』 

卓話者⇒ 敬愛大学 教授 中村 圭三先生 

       米山奨学生  シェルパ・チリンさん 

第２５１６回例会 

日 時⇒ 平成２７年１０月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『子どもが売られない世界を作るために

私たちができること 』 

卓話者⇒ ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト 

         広報ファンドレイジング担当  草薙 直基様 

 
＜会報当番：五十嵐 博章会員＞ 


