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２０１７-１８年度 

第２６１４回 
平成２９年１２月２２日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

 

◆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                 

◇本日のゲストスピーカー 

女優 吉沢 京子様 

マネージャー 山本 まり子様 

◇東京西ロータリークラブ／鷹野 保雄様 

◇千葉港ロータリークラブ／会長 鈴木 芳明様 

◇千葉北ロータリークラブ／パスト会長 大柳 昭様 

◇千葉緑ロータリークラブ 

パスト会長 松崎 久夫様、パスト会長 長嶋 利忠様、 

パスト会長 土橋 昌江様、事務局 吉沢 祐見子様 

◆会長報告           向後 保雄会長  

先週１６日、当クラブの忘年家族

例会を盛大に開催させていただき

ましたが、そこには千葉緑クラブか

らもたくさん来てくださいまして有

難うございました。 

本日は、ゲストスピーカーとし

て、吉沢京子さんをお招きしており

ますが、聞くところによりますと、元々鷹野さんのご紹介と

いうことで、鷹野さんは、１３年間、千葉南クラブに所属し

ていたということでございます。そういったご縁で素晴らし

い方をご紹介いただきました。本当に有難うございます。 

来年は戌年でございまして、私、年男で来年６０歳に

なります。還暦という節目に来たわけですけれども、是非

皆さんにとりましても素晴らしい年となることをご祈念した

いと思います。前回のご挨拶の中でもワンダフルな年に

なるようにというお話をさせていただいたと思うのです 

 

が、犬は主人に忠実でございます。私も昔、犬を飼って

いました。今、ペットとして犬や猫を飼う方がたいへん多

くなっています。そんな中、捨て犬が多く、市で預かって

いる犬がたくさんおります。そこで、里親、要するに引き

取って下さる方がいると大変助かりますので、ご紹介い

ただければと思います。愛護センターの方にお声がけい

ただければと思います。宜しくお願い致します。 

最後に、皆様におかれましては素晴らしい年を迎えら

れますことをご祈念いたしましてご挨拶とさせていただき

ます。有難うございました。 

 

◆記念品伝達及びお祝い             

斎藤 昌雄会員 

 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ ポール・ 

ハリスフェロー第５回 

 

 

 

酒井 秀大会員  

 

法律事務所開設 

（独立） 

 

 

◆委員会報告                  

◇千葉氏・紙芝居プロジェクトより （酒井 秀大会員） 

１２月中に、本町小学校・千城台北小学校・緑町小学

校で実施しました。各小学校、大変盛り上がりました。 

紙芝居もですが、やはり鎧甲の甲冑を着た人が来るとい

うのは小学生にとってはすごい驚きで、楽しいイベントで

す。来年１月１７日以降、７つの小学校を回っていきます

ので、皆さんのご協力を引き続きよろしくお願いします。 

 

◇国際奉仕委員会より （斎藤 昌雄委員長）  

来年の６月２３日～２７日に開催される「２０１８年ロータ

リー国際大会」に金親会員、出井会員２名が登録されま

した。登録はまだ間に合います。 

金親博榮会員より：トロントの世界大会に２名エントリー

しました。他の方もよろしければご一緒しましょう。八街ロ



ータリークラブの方が比較的エコノミーな旅にしてくださ

います。私は家内を連れて行きますので、女性の方もぜ

ひご一緒しましょう。 宜しくお願いします。 

 

◆幹事報告           水野 浩利幹事  

本年の例会は、今日で終了です。 

１２月２９日（金）は、定款により、休会です。 

年明けの１月５日（金）も定款により、休会です。 

初例会は、１月１２日（金）です。 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪東京西ロータリークラブ・鷹野 保雄様≫ 

ご無沙汰しています。元気です。宜しくお願いします。 

≪ 向後 保雄会長・水野 浩利幹事 ≫ 

今年ももう数えるほどになりました。皆様におかれまし

てはさぞかしご多忙のことと存じます。 

さて、本日は、上品さ抜群の吉沢京子様をゲストスピ

ーカーとしてお招きしております。どのようなお話が聞け

るのか大変楽しみにしております。また、各クラブよりお

越しいただいたゲストの皆様、ご来会ありがとうございま

す。どうぞごゆっくりとお過ごしください。 

先週の忘年家族例会、親睦活動委員会の団結した力

と皆様のご協力の下、無事終えることができました。景品

をご提供くださった方、美味しいドリンクをご提供くださっ

た方、全ての方々に感謝申し上げます。 

≪石井 慎一会員≫ 

江沢さん、美味しい銀杏をありがとうございました。伊

藤さん、美味しい梅酒ありがとうございました。皆さん今

年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたしま

す。なお、来年３月以降の卓話者を絶賛募集中ですの

で、ご紹介をどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数４８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⇒「芸能生活５０周年を振り返って 

           ～そして明日へ～」 

卓話者⇒ 女優 吉沢 京子様 

 

 

 

 

スペシャルゲストとして、いつ

までも可憐な吉沢京子さんを

お迎えし、芸能生活５０周年

を振り返る映像を観ながら、

想い出を語っていただきまし

た。 

 

 

 

 

以下、「吉沢京子－オフィシャル・サイトのプロフィー

ルから引用 http://www.yoshizawakyoko.jp/」 

☆東京都板橋区に生まれ、１９６６年、「劇団ひまわり」に

入り、少女モデルとして活躍する。１９６７年、「燃えろ！

太陽」で酒井和歌子の妹役で映画デビューする。 

その後、テレビコマーシャルに出演し、注目され、１９６８

年には、NET(現テレビ朝日)の『フルーツポンチ３対３』に

レギュラー出演する。 

☆１９６９年、TBS の人気番組『柔道一直線』にヒロインと

して出演し、不動の人気を博する。１９７１年には東宝の

映画、１６才シリーズ、日本テレビの『サボテ ンとマシュ

マロ』に主演し、若者たちのアイドルとして活躍する一

方、小林桂樹と共演した『父ちゃんのポーが聞こえる』

で、不治の病になりながらも、父親に愛されて亡くなった

実話の少女を好演し、大勢の人たちに感動を与えた。 

☆日本舞踊『西川流』の名取「西川まいさ」でもある。 

 

☆星 座 ： うお座 

☆血液型 ： Ａ型 

☆趣 味 ： 読書・音楽・旅行（温泉・神社・仏閣） 

☆近 況 ： 和文化・色彩・ハーブ・アロマ研究に凝って

います。 

☆主な出演作品 

柔道一直線（TBS）テレビ 桜木健一と共演でテレビデ

ビュー 

【舞 台】 ｢安芸節の女｣｢同期の桜｣｢華やぎの糸｣ 

 

【映 画】 ｢Dolls｣｢父ちゃんのポーが聞える｣ 

｢16 才シリーズ｣ 

【ドラマ】 ｢柔道一直線（TBS）｣ ｢時をかける少女｣ 

｢徳川の女たち｣ ｢水戸黄門｣ 

 
 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 288,700 円

金の箱 372 円 累計 8,150 円

出席者数 

３１名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

９名 

1２/８修正出席率  

６６．６７ ％ 

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 1/3・1/10 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 1/24 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 1/4・1/11 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 1/4・1/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 

５０年はあっという間に過ぎました・・・。 

大物俳優の皆さんと共演して色々なことを 

教わり学んでまいりました。 

良い先輩に恵まれたこと、 

それが一番の宝だと 

思っております。 

 

 

 

 
 
吉沢京子さんを囲んで 

記念撮影 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

第２６１５回例会 

日 時⇒ 平成３０年１月１２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会長新年挨拶』 

向後 保雄会長 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

第２６１６回例会 

日 時⇒ 平成３０年１月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『マーケットの今後の見通し』 

         大和証券（株）千葉支店 

支店長 小林 雄太 様 

 
 
＜会報当番：石井 慎一＞ 


