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〔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） 

 

２０１５-１６年度 

第２５４６回 
平成２８年６月２４日（金）点鐘１８：００ ≪曇り≫ 

≪伊藤会長・石井幹事年度最終夜例会≫ 

＊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                 

・漫画家 さとう 有作様 

・落語家 真打 月の家 小圓鏡様 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

皆様こんばんは。墨で書かれた

「夢」という、大きな文字の掛け軸が

壁に掲げてあります。これは、元千

葉ローターアクトクラブの会員だった

書道家の三浦鄭街さんに３月１１日

の卓話の際に書いていただいたもの

です。その書を表装し、非常に立派なものになっており

ます。当クラブのイベントがあるとき、また、青少年や若い

子供達を集めた奉仕活動のときにこれを飾って頂かれ

ばと思っております。『夢を持って前へ』と、脇に書いて

あります。いつでも「夢」をみなさんにプレゼントしたいと

思います。 

この１年間、ロータリーの原点に戻って、いろんなロー

タリーの話をさせていただきました。そんなことはわかっ

ているよと、大先輩の皆様は思われるかも知れませんが、

新しい会員の皆様にロータリーのことを良く知っていた

だきたいという思いでお話しをさせていただきました。ロ

ータリーを良く理解し、積極的に活動に参加していただ

き、ロータリーライフを楽しんでいただければクラブを退

会することもないのではないかと思っております。 

来月７月３日に９５歳の誕生日をお迎えになられる国

友さんが、例会の帰りに転倒され怪我をされてしまいまし

た。奥様からも退会される旨のお話しがあり、一度決め

たら、絶対にダメなんですよ、ということで、残念ながら退

会という運びになってしまいました。 

昨日、事務局のほうに退会されるというお手紙を頂戴

し、沢山のニコニコを戴き、今年度の目標、３０万円をオ

ーバーすることが出来ました。 

ニコニコは、次年度の特別会計へ繰越ししたいと思い

ます。２７６，００００円を繰越できますので、来年度は、活

発な活動をぜひやっていただければと思います。 

本当に１年間ありがとうございました。ということで、石

井幹事、ご苦労様した。１年間なんとかなりました。 

私は昔、千葉信用金庫に１０年４カ月間、お世話にな

りました。信用金庫には総代会がございまして、総代を３

期やらせていただきました。先日、総代の役を退任し、

昨日の総代会にて、非常勤の理事を仰せつかることに

なりました。金融機関の一員として、コンプライアンスを

守り、一生懸命努めたいと思います。当クラブには、千

葉銀さん、興銀さん、そして千葉信金さんの方たちが会

員になっております。地元の金融機関を皆さんの仕事の

関係で引き続き利用して頂ければと思います。 

ロータリーは、やはり継続が大事です。ですから、私は

一年間が終わったからもうあと知らないよ、ということでは

なく、また協力できることがありましたら、お手伝いさせて

いただきたいと思います。そういう気持ちでロータリーを

楽しんでいきたいと思います。 

有難うございました。 

＊＊＊ ご挨拶                  

【漫画家 さとう 有作様】 

私、趣味で「人が死んだらどうなるか、」というのを描い

てみました。「幻冬舎」から出版されています。 

全部優しく書いてあります。全部色がついています。死

んだらどうなるか、というのは、オチを言うなら、この世に

戻る、ということで決して暗くなるものではないです。 

今後とも、あの世も、この世も、ずっと皆様一緒です。

向こうでもロータリークラブがありますし、向こうは、点鐘じ

ゃなくて、ゴーンというのがありますから・・・。 

【落語家 真打 月の家 小圓鏡様】 

本日は、お招きいただき、有難うございます。私がお

邪魔したころは出井さんが会長の頃でして、小野さんの

紹介でお邪魔させていただきました。 

この３月に真打に昇進させていただきました。伊藤会



長には、パーティーにも来ていただきまして、千葉の後

援会長ということで、助けていただいております。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

次期の会長様もお知り合いということで、よろしくお願

い致します。 

            

 

 

 

 

 

 

 

↑月の家小圓鏡様  ↑さとう有作様 

 

＊＊＊ 委員会報告                  

◇ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ポール・ハリスフェロー記念品贈呈伝達 

   第４回 金親博榮会員  第３回 斎藤昌雄会員 

＊＊＊ 幹事報告        石井 慎一幹事  

今日の幹事報告、報告すべきことは

ございませんが、１年間つたない幹

事でしたがみなさんどうもありがとうご

ざいました。感謝の言葉を述べさせ

ていただきます。来年度、廻幹事、頑

張ってよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井慎一幹事≫ 

漫画家・さとう有作様、落語家・真打・月の家小圓鏡様、

本日はようこそお越し下さいました。いつもゲストでお出

でいただき、有難うございます。今夜は懐かしい音楽と

美味しい料理、さらには美味しいお酒もたっぷりとござい

ます。 どうぞごゆっくりお楽しみ下さい！ 

会員の皆様、伊藤・石井年度の最終の例会です。あと

数日ありますが、無事に一年間のお役目を果たすことが

出来そうです。いたらぬ点は、多々あったことと思います

が、皆様のご協力で、特に永遠の２７歳事務局の太田明

美さんに助けていただき、新年度に引き継ぐことが出来

ました。本当に有難うございました。また、ホテルスタッフ

の皆様には我儘ばかり・・・、申し訳ございませんでした。 

 年度は、暦の上では６月３０日まであと６日あります

が、今日、バッジ交換もしてしまいますので、実質的には、

今日の例会後から、小林会長・廻幹事年度のはじまりと

いうことで、会員の皆様におかれましては、小林新会長・

廻新幹事へのご協力を宜しくお願い致します。 

本当にお世話になりました。 

≪ＳＡＡ一同≫ 

 伊藤会長、石井幹事、一年間有難うございました。また、

プログラム進行にご協力いただき、有難うございました。 

来年度はゆっくりとお過ごし下さい。 

≪国友 忠一会員≫ 

この度、千葉南ロータリークラブを退会致すことになり

ました。長い間大変お世話になりました。４０余年間、ロ

ータリーにて沢山の知己を得て楽しいロータリーライフを

過ごせたことは、この上ない幸せです。 

若いとき、皆様と一緒にマニラのアジア大会に出席し

た時のことや色々のロータリーライフを想い出して懐かし

く存じます。長年お世話になった千葉南ロータリークラブ

のご発展と会員皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

≪出井 清会員≫ 

伊藤会長、石井幹事、親睦活動委員会さん、一年間

ご苦労様でした。楽しいイベント企画、有難うございまし

た。 

≪水田 智樹会員≫ 

 半年ほど前から、金曜日に同業者との勉強会で営業

の取り組みを行っており、例会への参加が出来ませんで

した。今後もそのような仕事が数年続くため、急きょでは

ありますが、退会させていただくことになりました。本来は

出席してご挨拶をさせていただきたいのですが、時間の

都合で申し訳ございません。 

≪吉田 裕成会員・斎藤 昌雄会員≫ 

 伊藤会長、石井幹事、一年間お疲れ様でした。会長職

の重責は大変なものだったでしょう。感謝いたします。 

 

 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５４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・幹事バッジ交換 ◆◇◆◇◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  廻副幹事 小林会長ｴﾚｸﾄ  伊藤会長 石井幹事（左から） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 24,000 円 累計 326,000 円

金の箱 0 円 累計 20,777 円

出席者数 34 欠席者数 20 ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 6/10 出席率 69.23% 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/21・6/28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/14・6/28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 6/8・6/22 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 6/9・6/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/23・6/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アトラクション・上岡高氏代表のバンドの皆様により、懐か

しい曲をたくさん演奏して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５４７回例会 

日 時⇒ 平成２８年７月１日(金)点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会長挨拶』  小林 透会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤会長  

プロ顔負けの 

音 色 で 特 別 参 加 

♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑最終例会のエンディングは、「手に手つないで」 

            
            新年度のテーマの 

            真っ赤なネクタイを 

伊藤会長より 

            小林新会長へ 

プレゼント！ 

                           

                  オークラ千葉ホテル 

                  三好和食料理長さん、 

いつも手の込んだ 

美味しいお料理を 

有難うございます！ 

 

 

第２５４８回例会 

日 時⇒ 平成２８年７月８日(金) 点鐘１２：３０ 

≪クラブ協議会≫ 

 
【会報当番 酒井秀大会員】 


