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２０１６-１７年度 

第２５５７回 
平成２８年９月１６日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

 

◆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                 

◇本日はいらっしゃいませんでした。 

◆会長挨拶及び報告     伊藤 和夫直前会長                   

 私はよく夜ラジオを聞いています。先日、自律神経の

話がありました。体を健康にするには、血液がきちんと流

れていなければならない。血流が多ければ多いほどい

いそうです。血流の流れと自律神経は密接な関係がある

ようです。 

自律神経整える 10 か条があります。 

第１に早起き。 

第２に朝食を採る。 

第３に乳酸菌を採る。 

第４に体を動かす。 

第５に呼吸を整える。 

息を 4 秒吸って 8 秒で吐き出す。なかなか難しいで

すが、この深呼吸が良いそうです。 

第６に風呂はぬるめ。 

半身浴のように首までつからない方がいいです。 

第７に怒らない。 

特に朝怒らないこと。 

第８に１日３行の日記を書く。 

３行日記を毎日続けることにより、１日が反省できま

す。 

第９に音楽を聴く。 

アロマセラピーでは必ず音楽が流れています。これ

により自律神経が刺激されます。 

 

最後に笑顔で過ごす。 

この１０か条を守ることにより、自律神経が良い状態で保

たれ、血流が良くなるようです。人間の細胞は６０兆個あ

るようです。この細胞に正常な血液を送ることが良いよう

です。こうしたことにより癌の予防になるようです。皆さん

もこれを実践し健康になりましょう 

 

◆委員会報告                  

江沢一男会員より 

 千葉南ロータリークラブ創立３０周年記念事業として建

てられた記念碑が非常に汚れているので、これを機械洗

浄する必要があると考えます。費用を含め理事会で考え

ていきたいと考えています。 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

皆様、こんにちは！ 

先日の秋雨前線による大雨には大変驚かされました。

シルバーウィークのお天気も気になるところではあります

が、どうぞ有意義にお過ごし下さいますように・・・。 

本日、会長は仙台へ出張のためお休みとなります。伊

藤直前会長、よろしくお願い申し上げます。 

尚、１０月１４日のガバナー公式訪問に向けてのクラブ

協議会、皆様よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

第２５５８回例会 

≪地区大会≫  

日 時⇒ 平成２８年９月２５日(日) 点鐘 ０９：３０ 

会 場⇒ 成田国際文化会館 

第２５５９回例会 

日 時⇒ 平成２８年１０月７日(金) 点鐘 １２：３０ 

卓 話⇒ 『米山月間に因んで』 

       米山奨学生 アニョレッティ マルコさん 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 134,000 円

金の箱 1,580 円 累計 5,994 円



◆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。 

 

金親博榮第３分区Ｂガバナー補佐より 

 

１０月１４日（金）にガバナー公

式訪問があります。今年も千葉

緑ＲＣと千葉南ＲＣが合同の訪

問を受けることとなりました。ガ

バナー公式訪問がスムーズに

行われるよう事前調査をする必

要があります。今日私の立場は、

この事前調査のために千葉南ＲＣを訪問しているこ

ととなります。 

 今年のガバナーの方針を説明いたします。今年度

は成田コスモポリタンＲＣの青木ガバナーが「感謝と

挑戦」というテーマを提示しています。その意味はロ

ータリーのメンバーとして様々な奉仕ができる、社会

的活動ができることに改めて感謝をするといことです。

これは、義務ではなく権利であることから、ロータリー

クラブに入ることにより手に入れることができた。こう

いう意味で感謝という言葉となっています。そして感

謝だけではなく、義務であったり権利であったりする

旧来のものを打ち破ってでも挑戦してみましょうとい

うことです。 

 最近、ロータリークラブの会員が減少しています。

地区でも富津ＲＣがなくなりました。ロータリークラブ

の衰退に危機感を感じています。こうした現状もあり、

青木ガバナーはこの「感謝と挑戦」という言葉を選ば

れました。 

 どこのクラブでも会員が少なくなるということはクラ

ブ運営上非常に問題がありますが、この危機感をチ

ャンスに変えようとしています。今後ガバナー訪問が

ありますが、その訪問の際に質問が出ることが予想

されます。事前にクラブからガバナー宛に問題点や

その検討を含めたレポートが提出されています。こ

れに対してガバナーが質問をいたします。 

 今日はこれを念頭に置いて話をしたいと思います。

クラブ協議会は例年だと、活動計画を読み上げるだ

けとなりがちです。それに留まらず、突っ込んだ議論

を期待します。 

 報告の中には、最盛期のクラブ状況が盛り込まれ

ています。当クラブの最盛期の会員数は98名でした。

現在は 52 名です。また、入会人数と退会人数の年

次報告があります。当クラブにおいてはこの 3 年の

間、入会人数が退会人数を上回り、会員数は増えて

おります。こうしたことをガバナーに報告しております。

小林会長年度においてのクラブ運営方針は、60 名

会員に向けての会員増強・退会防止に力を入れると

あります。また、若手会員に当クラブの活動に積極

的参加をしてもらうために新たな理事、委員長を任

命しています。 

また、昨年度地区表彰された社会奉仕活動を一

層進めるとあります。一方で、クラブが抱える問題と

して、会員歴が長い会員と浅い会員との交流がなさ

れていない。クラブの活動が一部の会員に集中して

しまう。また、他クラブの活動を知ることも大切だとし

ています。こうしたことが報告に挙げられていました。 

 色々なクラブを訪問すると様々な特色があります。

会議の席次までをロータリーの規定で決めているク

ラブもあります。こうした中で、ロータリーのことを

様々に勉強していますが、千葉南ＲＣもそれに負け

ないものです。 

 今後のスケジュールですが９月２４（土）・２５日（日）

には地区大会があります。第１日目には、ＲＩ会長代

理渡辺好政氏（岡山県のパストガバナー）の「素晴ら

しいロータリアンであり続けるために」という講演があ

ります。第２日目は、寺島実郎さんがいらして「世界

経済と日本経済と将来展望」という講演をいただきこ

とになっております。皆様にはロータリアンの域を超

えて参加を頂ければありがたいです。 

１０月１４日（金）は、ガバナー公式訪問です。 

 例年ですと、当クラブでは奉仕委員長が所見を発

表しますが、主に活動計画書を読み上げるスタイル

でした。今年は少し変え、簡単に所見を委員長から

お話しいただき、会長が総括する段取りとしたいと思

います。 

1. 伊藤和夫直前会長（小林透会長に代わって） 

 ロータリーをもっと理解しようということがありま

す。また永遠に続く千葉南ロータリークラブの

挑戦があります。ロータリアンであってロータリ

アンでないような人があってはならないと考え

ています。 

 活動計画書の１頁目は、「千葉南ロータリー

クラブ」が正式に結成された認証状です。国際

ロータリーの正式な一員として、加盟を認証し、

加盟クラブとしてのすべての権利と特典を享受

する資格を有することを証とされています。 

２頁目には、ロータリーの目的が記されてい

ます。ロータリーの目的とは「意義ある事業の

基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこ

出席者数 

３１名 

欠席者数 

２０名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

０名 

９/２ 修正出席率  

７２．５５ ％ 

千葉ＲＣ 月 9/26 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 9/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 9/28 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 -- 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



とにある」とあります。 

具体的には「第１ 知り合いを広めることによ

って奉仕の機会とすること」とあります。「第２ 

職業上に高い倫理基準を保ち、約達仕事は

すべて価値あるものと認識し、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

のにすること」等あります。皆様はこれら目的を

よく考えてください。 

 

金親博榮ガバナー補佐 （伊藤会員の発表に

呼応して） 

「ポールハリスが組織したのは奇妙な団体で会

員はそれから何も手に入れないことから、善を

行うという特権を手に入れ、特権を手に入れる

ために会費を払うのですか」という新聞報道が

ありました。「ロータリアンはどこに行くのか」と

いうことに対して「昼飯を食いに行く。聞いたこ

とはあるが何をする団体かは知らない。年配・

男性・柔軟性がない・エリート主義・排他的・秘

密主義という印象がある」ということに対して、

何とかしなければならないと考えています。 

 

2. 水野浩利会員増強副委員長（出井委員長に

代わって） 

 北原元委員長、鈴木前委員長時代から申し

送りがありますとおり、50周年は会員50人で迎

えました。60周年は会員60人で迎えようと考え

ています。また、今年度は会長幹事の年齢が

若いということもありますので、新入会員の若

返りを図っていきたいと考えています。その方

法として、まずは皆様への会員増強と退会防

止のお願いがあります。また各会員が同じ意

識を共有するということで、クラブ会員全員が

会員増強大会防止委員長だと考えていただき

たいとしています。 

 

3. 伊藤和夫クラブ研修委員長 

 今年度、２０１６-１７年度ＲＩのテーマ「人類に

奉仕するロータリー」が掲げられています。国

際ロータリー会長ジョン F ジャームの思いがあ

ります。この精神の具現化のため、クラブ会員

一人一人が「感謝と挑戦」をしなければならな

いと考えます。ロータリアンでよかったと思い、

そして、クラブ活動に積極的に参加していただ

けるように仲間の輪の拡大、こうした会員の意

識の醸成を図りたいたいと考えています。 

ＲＬＩのセミナーがあります。一日中のセミナー

が４日間を通じて行われます。是非とも参加し

てい頂きたいです。新入会員を対象としてオリ

エンテーションも行います。 

「ロータリーの目的」、「ロータリーの行動規

範」、「四つのテスト」、活動計画書にあるクラブ

定款細則をめぐる研修を行ってまいります。 

 

4. 杉本奉仕プロジェクト委員長 

 「人類に奉仕するロータリー」及び地区運営

方針である「感謝と挑戦」に基づき、会員の奉

仕活動への参画を呼びかけます。「ロータリー

に誘われた時点で素晴らしい仲間と出会い、

そして、人のために役立つことをする大きな機

会を与えられたことに感謝しよう」という RI 会長

の言葉を心に刻み、奉仕活動に取り組んでい

きたいです。 

活動計画としては、 

① 国際里山の集いの開催支援 

② 社会福祉法人槇の実会「ひかり学園」への

継続支援 

③ NPO法人「都川の環境を考える会」の継続

支援 

④ 青少年奉仕ＲＹＬＡセミナーに会員企業の

若い社員の参加をお願いしていきたいと

考えます。 

 

5. 瀧川誠会員（松尾博之親睦委員長に代わって） 

 今年度は、４つのテストの「行為と友情を深め

るか」「みんなのためになるかどうか」のことばを

基に、親睦活動を行い、クラブがより活性化し

ていくように努めて参ります。 

活動計画としては、 

① 懇親夜例会、忘年家族例会の実施 

② 親睦旅行の企画、実施 

③ ＣＳＲゴルフコンペの実施 

④ 趣味の会への協力 

⑤ 国際里山の集いをサポートする 

 

6. 金親博榮ガバナー補佐 

 合同幹事会では、地区ロータリー研修委員

会委員長の白鳥ガバナーが様々な資料を作り

ロータリーの勉強会をしています。合同会長幹

事勉強会にはできるだけ参加をよろしくお願い

します。 

 会員歴の長い会員と、浅い会員とでコミュニ

ケーションがとれていないということですが、基

本はクラブへの出席が大事です。これが解決

につながると思います。 

 
 

    

千葉南ロータリークラブ 

認証状 

 

１９６４年３月２日承認 

  （昭３９） 

 
 

 
 

＜会報当番：河原 大輔＞ 


