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２０１６-１７年度 

第２５６７回 
平成２８年１２月２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆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                 

◇千葉西ロータリークラブ  内貴 洲平様 

◇米山奨学生 シェルパ・チリンさん 

◆会長報告及び挨拶        小林 透会長                     

１１月２６日に廻幹事、塩谷会員、酒井会員、杉本会

員とひかり学園を訪問してまいりました。各施設の見学と

周年行事で寄贈したものの確認をしてきました。４０週年

記念事業で贈呈した農作業用トラクター、５０周年に贈

呈した食卓用テーブル共にしっかりと役割を果たしてお

りました。訪問されたことがない方は、是非、次回は一緒

に行きたいと思います。そして、お昼には入所者と同じ

食事をして帰ってまいりました。 

≪理事会報告≫ 

１）個人情報等の管理についてですが、FACEBOOK の

運用開始に伴う肖像権の取扱いについて議論いたし

ました。例会に出席された方のうち、掲載を希望され

ない方には書面を出してもらう形で進むことが確認さ

れ、詳細決定後に早速運用始めますので、その際に

は皆様に見ていただきたいと思っております 

２）１０月２１日(金) 「第３分区Ｂロータリー情報研修会」

会計報告が承認されました。 

３）１１月１１日(金) 「第３分区Ｂ合同ゴルフ大会」会計報

告が承認されました。 

４）忘年家族例会で社会奉仕委員会によるひかり学園支

援の内容の写真を掲示することになりました。 

 

◆年次総会                    

千葉南ロータリークラブ・細則第４条第１節により、２０

１７- １８年度の役員及び理事について審議が行われ、

定款第６条第２節及び細則第３条第２ 節により、出席者

の３分の２を得て原案通りに当クラブの次年度理事 １５ 

名、役員７名が承認されました。 

＜理事・役員＞ (敬称略) 

会長               向後 保雄 

幹事               水野 浩利 

会長エレクト           五十嵐博章 

直前幹事             小林  透 

副会長・クラブ管理運営委員長   杉本 峰康 

会計               木原 新二 

ＳＡＡ              金親 博榮 

＜理事＞ （敬称略） 

親睦活動委員長          鈴木美津江 

会員増強・大会防止委員長     伊藤 和夫 

広報公共イメージ委員長      河原 大輔 

奉仕プロジェクト委員長・職業奉仕委員長  植松 省自 

社会奉仕委員長          出井  清 

国際奉仕委員長          斎藤 昌雄 

青少年奉仕・ＲＹＬＡ委員長     江沢 一男 

直前幹事             廻 辰一郎 

◆米山功労者感謝状伝達                

                   

≪第４回米山功労者≫ 

   斎藤 昌雄会員 

                 

 

 

  ↑小林会長 と ↑斎藤会員 

◆委員会報告          廻 辰一郎幹事 

◇社会奉仕委員会（酒井秀大委員長） 

 ひかり学園保護者会会長の井上様から、先般の〝いき

いきフェスタＴＡＫＯ″にあたり、バザーの検品のお礼を

頂いております。 

 １１月２６日に施設見学に行ってまいりましたが、その時

の写真、バザーでの献品の写真を忘年会家族例会の会

場にて貼り出しを致しますので是非ご覧ください。 



◆7 月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い           

≪誕生日≫ 
 清水清子会員、斎藤昌雄会員、向後保雄会員 

三神秀樹会員、劉 亜斌会員、北原俊彦会員 
伊藤和夫会員 

≪結婚記念日≫ 
 江沢一男会員、伊藤和夫会員 

植松省自会員、岡田勝利会員 
 

◆ニコニコボックス報告              

≪小林 透会長・廻 辰一郎幹事≫ 

残り一枚となったカレンダーを見つめ、改めて年末を

実感しております。また、師走は何かと飲む機会が多く

なる時期でもあります。皆様、体調など崩されませぬよう

ご留意ください。 

本日は伊藤会員の卓話です。いつも戴いている美味

しいお米作りと仕事をどのように両立されているかをお聞

かせください。 

 

 

 

◆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。 

 
 

 

第２５６８回例会 

日 時⇒ 平成２８年１２月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員卓話』   鷲見 隆仁会員 

第２５６９回例会 

≪忘年家族例会≫ 

日 時⇒ 平成２８年１２月１６日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

        

 
＜会報当番：普天間 操＞ 

●●●●●●  本日の卓話  ●●●●●● 
 
≪会員卓話≫   伊藤 和夫会員 
 
 

昭和２３年（１９４８年）、市原市

草刈で生まれ、千葉市栄町で育

ち、小さい頃は、「栄町のぼっこ

ちゃん」と呼ばれ、中学ではブラ

スバンドでトランペットをやってい

たそうです。 

そのようなことで、昭和３７年５月に千葉市庁舎が新築

されたときの祝典パレードで、「千葉市こどもの歌」を演

奏されたそうです。そういった音楽の話や就職後のお話、

農業のお話など、様々な楽しいお話をたくさんしてくださ

いました。 

また、今回の豆知識は、めまいがするときの解消法で

した。親指を前にしてその指を 10 秒間程見つめると良く

なるそうです。 

お話を全てお伺いするには、お時間があまりにも足り

ませんでしたが、続きをお知りになりたい方は、直接お

聞きください。 

 

 
 

豊かな自然と郷土の発展を歌った「千葉市歌」は、市政

が施行された大正１０年（1921 年）から８年後の昭和４年

（1929 年）に、市歌として制定されました。作詞は、歌詞の

募集で入選した落合栄一氏、作曲は、童謡「春よ来い」、

「雀の学校」などの作曲で知られる弘田龍太郎氏です。 

 

≪千葉市歌≫ 

白鳥省吾  校閲 

落合栄一  作詞 

弘田龍太郎 作曲 

1. 波路はるかに めぐる黒潮 

豊けく拓く 天産の国 

房総の野の 輝く都 

見よ見よ見よ 滔々と新興の 

文化の集い 吾が千葉市  

2. 亥の鼻山の 松風遠く 

袖師ヶ浦の 寄せくる波に 

語り伝うる 大治の昔 

いまいまいま 溌剌と新しき 

時代に立てる 吾が千葉市  

3. 朝霧はれゆく 寒川沖を 

希望の風に 白帆をあげて 

心あわせて 漕ぎゆく如く 

ああ ああ ああ 玲瓏と建設の 

意気高らかの 吾が千葉市  

               （千葉市ホームページより抜粋） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 197,000 円

金の箱 222 円 累計 9,930 円

出席者数 

１３名 

欠席者数 

３８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

 修正出席率  

  ６０．７８％ 

千葉ＲＣ 月 12/19 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/20・12/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/14・12/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/21 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/15・12/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


