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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■ 小林  透       ■幹 事■ 廻 辰一郎        ■会報委員長■ 石井 慎一     

■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） 

 

２０１６-１７年度 

第２５４７回 
平成２８年７月１日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』      
◆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                 

◇ 市原ロータリークラブ    会長 西村 芳雄様 

◇ 市原ロータリークラブ    幹事 岡本 和也様 

◇ 市原中央ロータリークラブ 会長 三好 和彦様 

◇ 市原中央ロータリークラブ 幹事 藤田 賢吾様 

◇ ロータリー米山奨学生 シェルパ・チリンさん 

 

◆会長挨拶及び報告                   

＊＊＊ 小林 透会長、ＩＰＡＤにて登場 ＊＊＊ 

皆さんこんにちは。

本年度の会長を仰

せつかりました、小林

透です。 

私は、昨日より仙

台におります。本来

ならば例会場にいな

ければならないところ、

どうしても出席できな

いため、インターネッ

トによるテレビ電話で

の挨拶とさせていた

だいております。この

ような形での挨拶を

大らかな気持ちで受け入れていただいた会員の皆様、

本当に有難うございます。 

伊藤直前会長には、点鐘をお願いするなど大変ご迷 

 

惑をおかけして感謝の気持ちでいっぱいです。 

私は、現在４６歳です。千葉南ロータリークラブが数年

前に５０周年を迎えたことを考えると、いかに若輩者であ

るかを考えさせられました。このような歴史あるクラブの会

長を本当に１年間務め切れるのか不安でもあり、光栄で

もあると思っております。 

就任直前の規程審議会において決議された内容でロ

ータリークラブが大きく変わろうとしています。裁量が各ク

ラブに与えられるのは素晴らしいことですが、逆にどのよ

うなクラブにしていくかを各クラブが再度考える必要が出

てきました。任期の１年間でじっくりと皆さんと議論させて

いただき、当クラブの伝統をしっかり繋げつつ、新しい時

代に対応するクラブのあり方が見えてくればと思っており

ます。 

伝統ある当クラブが、６０週年さらに永続的に続いてい

くために、本年度の理事、役員を会員歴の比較的浅い

方にお願いしております。中には、今までほとんどクラブ

の活動に携わってこなかった方もいらっしゃいます。 

しかし、新理事、新役員の方にあえて役職を持って活

動の中心になっていただくことで、２０１６-１７年度 国際

ロータリー会長 ジョン F.ジャーム氏のＲＩテーマである

「人類に奉仕するロータリー」の意味を一緒に考えながら、

当クラブの活動の理解を深めてまいりたいと思っておりま

す。もちろん、今まで中心となって活躍された会員の皆

様には、活動のノウハウと意義をしっかりと伝える意味で

も、引き続いて積極的な参加と若手へのご指導をお願

いしたいと思っております。 

足りないことも多くあるかと思いますが、会員皆様方の

ご協力とご指導のもと、１年間、微力を尽くしたいと思っ

ております。よろしくお願い申し上げます。 

 

◆ご挨拶                              

≪第３分区Ｂ  ガバナー補佐 金親 博榮様≫ 

本日はメンバーでありながら、初めてのお客様というこ

とで、ビジター用の名札をつけております。 

今日は７月１日です。期首に例会が始まるということ

は、なかなかないことですよね。１日の日にスタートという

非常によい機会だと思います。これから１年間、ガバナ

ー補佐ということで第３分区Ｂでの役目を果たしていきた

いと思っております。 



これから変革の年になるのかなと、喜んでいいのか困

ったなと思ったほうがいいのか分かりませが、いずれにし

ましてもガバナーの方針に従って、各クラブにお伝えし、

それを会長・幹事さんに展開していただけるように、そん

な中間的役割を果たしていきたいと思っております。 

特に千葉南クラブの会員の皆様には、自クラブとして

いろいろとご支援、ご協力、ご指導の程、宜しくお願い申

し上げたいと思います。 

本年度１年間よろしくお願い致します。 

 

≪市原ロータリークラブ 会長 西村 芳雄様≫ 

皆さんこんにちは。市原ロータリークラブの西村でござ

います。どうぞこの不細工な顔をお見知りおきくださいま

すよう、よろしくお願い致します。 

私ども２０１６-１７年度の会長、幹事の中で、この千葉

南クラブの小林会長、廻幹事が、７月度最初の例会で初

デビューされております。おめでとうございます。 

私は、先ほどのニコニコの報告の中にもありましたよう

に、あまり気張らずにやっていこうと思っています。ご承

知のように、千葉南クラブさんは、私ども市原クラブと１９

６４年同年に設立されたクラブで、千葉南クラブさんの方

が５ヶ月ほど早く、兄弟みたいなものです。当然、我々の

方が弟になるのですが、そういうことで是非皆さんにはご

協力いただいて市原クラブも千葉南クラブさんに負けな

いようなクラブにしていきたいと思っております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

≪市原中央ロータリークラブ 会長 三好 和彦様≫ 

こんにちは。市原中央クラブの三好と申します。 

今日は、小林会長が不在ということで、幹事とどうしよう

かなと迷ったのですが、まさかこういう形で小林会長の顔

を見られるとは思っていなくて、来て本当に良かったなと

思っております。 

金親ガバナー補佐には、一年間、ご指導の程よろしく

お願い致します。 

廻幹事、１年間頑張ってください。私は、４年ほど前に

幹事をやったのですが、貴クラブの杉本さんと一緒でし

て、大変優秀な方でいろいろ教えていただきました。お

陰でとても良い１年間を過ごさせていただきました。その

時の千葉南クラブさんの会長が女性の鈴木会長でして、

鈴木会長のインパクトがすごく強くて、確かその翌年に５

０周年を控えてまして、５０周年を５０名で！ということで、

クラブの中でも外でも大きく言われておりました。それを

見事に達成したということで、私の中ではある種伝説の

女性会長です。 

当クラブも市原ロータリークラブから分かれまして、今

年でちょうど創立３０周年を迎えます。それでこちらのオ

ークラ千葉ホテルさんで３０周年の式典をやりたいという

ことで予約を入れさせていただきました。その時にこちら

の支配人の北田さん、マネージャーの宮本さんに連絡、

予約を入れましたらすぐに飛んできて下さり、名刺交換

をしました。こちらのホテルの対応の早さにびっくりして

います。来年の５月２０日にオークラ千葉ホテルで、創立

３０周年記念式典を行いたいと思いますので、みなさん

ホームグラウンドなので、是非大勢の方に出席していた

だければと思います。 

１年間よろしくお願い致します。 

 

◆委員会報告                          

≪親睦活動委員会≫ 松尾 博之委員長 

地区大会記念ゴルフ大会のご案内 

９月１３日（火） 場所：久能カントリークラブ 

多くのかたのご出席をお願いいたします。 

 

≪出席委員会≫ 五十嵐 博之委員長 

地区大会開催のご案内 

日時⇒ ９月２５日（日）点鐘 ９：３０ 

会場⇒ 成田国際文化会館 

（１５：１５閉会予定） 

多くの皆様のご参加を期待しています。 

 

◆幹事報告                   

◇次週８日（金）１１：３０より、新旧理事・委員長会議を

行います。 

◇来週の例会でクラブ協議会を行います。各委員長の

皆様は発表となりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

◆誕生日祝い・結婚記念日祝い           

≪誕生日祝い≫ 

  五十嵐 博章会員  木原 新二会員 

  梅村 星児会員   北田 城児会員 

  土屋 文武会員 

≪結婚記念日≫  

該当者なし 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

いよいよ新年度が始まりました。一年間よろしくお願い

致します。まだまだ若い会長・幹事ですので、皆様の絶

大なるご支援とご協力を宜しくお願い致します。  

 

≪金親 博榮ガバナー補佐≫ 

新年度第３分区Ｂガバナー補佐として、一年間、慣れ

ない役割を担当させていただきます。 

青木ガバナーのもと、ロータリアンになって良かったな

と思われるような体験を 1 人でも多くの方に持っていただ

けるよう、支援させていただければと考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪伊藤 和夫直前会長≫ 

皆さんこんにちは。千葉南ロータリークラブ会員の皆

様、一年間ご協力有難うございました。２０１６-１７年度小

林会長・廻幹事、人類に奉仕するロータリーのテーマに

沿って精一杯頑張ってください。応援します。金親ガバ



ナー補佐、大変ご苦労様です。頑張ってください。 

≪江沢 一男会員≫ 

伊藤前会長・石井幹事、一年間お疲れ様でした。新

年度会長小林さん・廻幹事、一年間よろしくお願いいた

します。ロータリー財団への協力を会員の皆さんよろしく

お願いいたします。 

≪斎 藤昌雄会員≫ 

新年度は、小林会長と廻幹事のもと、ＳＡＡ６名で担当

させていただきます。例会がスムーズに行きますよう会員

の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

≪松尾 博之会員≫ 

親睦活動委員長として頑張ります。皆さんよろしくお

願いいたします。 

≪吉田 裕成会員、植松 省自会員≫ 

新会長の小林さん、新幹事の廻さん、一年間よろしく

ご指導のほどお願いします。ほどほどに頑張ってくださ

い。そして、金親ガバナー補佐、大変でしょうが、やはり

ほどほどに頑張ってください。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数５２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。 

      

初例会、景気付けにということで、津軽三味線の

千葉市誉田在住の高山なお子様と和太鼓の市川真二

様にお出でいただきました。 

山形県民謡：花笠音頭、秋田県民謡：どんぱん節

青森県:津軽よされ節、津軽じょんから節、なお子の

俵積み歌等をご披露いただきました。 

迫力ある歌声に聞き入ってしまいました。 

 

三味線を弾きながら唄うアーティストは数えるほどしか

いないと言われています。 

 
 
 

 
 

 

第２５４８回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ 平成２８年７月８日(金) 点鐘１２：３０ 

第２５４９回例会 

日 時⇒ 平成２８年７月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『東京ガスとしての電力自由化』 

      東京ガス株式会社 千葉都市エネルギー部 

      エネルギー管理士  谷口 由季 様 

 
＜会報当番：石井 慎一＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 21,000 円 累計 21,000 円

金の箱 620 円 累計 620 円

出席者数 

（３７名） 

欠席者数 

（１５名） 

ビジター 

（ ５名） 

６月２４日の修正出席率

  ７１．７０％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― 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 7/20 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 7/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


