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２０１７-１８年度 

第２６１５回 
平成３０年１月１２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆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       向後 保雄会長  

明けましておめでとうございます。上期は色々な行事を

熟してきました。有難うございました。下期もどうぞ宜しくお

願い致します。 

理事・委員長会議報告 

 １．クラブ運営資金会計報告   承認 

 ２．ニコニコボックス会計報告   承認 

 ３．忘年家族例会会計報告    承認 

 ４．グルメの会開催の件 

  日時⇒ ２月中旬  場所⇒ 東京芝 とうふ屋うかい  

◆委員会報告                  

≪社会奉仕委員会≫ （酒井 秀大委員長） 

千葉氏紙芝居のプロジェ

クトの件ですが、あと７校残っ

ております。このような甲冑を

着用し小学校へ行っておりま

す。 

 本日の例会終了後に練習

を行います。皆様のご協力、

宜しくお願い致します。 

 

≪会員増強・退会防止委員会≫ （伊藤 和夫委員長） 

現在、会員数５０名を割っております。皆さん一人一 

 

人がお声掛けいただき、会員増強に繋げていただければと

思います。ご理解、ご協力、宜しくお願い致します。 

 

≪親睦活動委員会≫ （鈴木 美津江委員長） 

下期の行事をお知らせします。 

◇懇親夜例会⇒ 1/26（金） 点鐘 18 時 ふぐ料理・落語 

            （担当 普天間 操会員） 

◇グルメの会⇒  ２月中旬 東京芝 とうふ屋うかい 

            （担当 斎藤 昌雄会員） 

◇花見の会⇒   ３月下旬～４月上旬 植樹した桜見学等 

◇グルメの会⇒  ５月 （担当 早野 友宏会員） 

◇ジャズの夕べ⇒ ６月 

 

≪青少年奉仕・ＲＹＬＡ委員会≫ （江沢 一男委員長） 

２月１７日（土）～１８日（日） 長柄町「リソル生命の森」で「第４１

回ＲＹＬＡセミナー」が開催されます。池田会員の会社の青少年２

名と池田会員と私の４名で参加してきます。 

◆幹事報告          水野 浩利幹事   

・ＩＭの件⇒２月７日（水）点鐘１４時 京成ホテルミラマーレ 

・スリランカセミナー⇒２月１７日（土）三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

・ＲＬＩ パートⅡ開催⇒３月２６日（月） 

・国際囲碁大会⇒４月２２日（日）東京市ヶ谷 

◆１月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い       

≪誕生日祝い≫ 

 小野成子会員・三宅 廣会員・末吉淳子会員 

 松尾博之会員・杉本峰康会員・鮫島永一会員 

 廻辰一郎会員 

≪結婚記念日≫ 

 小野口壽一会員、松尾博之会員、北原俊彦会員 

 

◆ニコニコボックス報告             

≪向後 保雄会長・水野 浩利幹事≫ 

 皆様、明けましておめでとうございます。 

 年明けは、穏やかで素晴らしいお天気となり、輝かしい一

年を過ごせる予感がしました。 

 皆様のご健康をお祈りするとともに、千葉南クラブがより一

層、活性化しますようご協力下さいますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

≪鷲見 隆仁会員≫ 

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお



願い致します。 

私事ですが、千葉市の待機児童問題に取り組むため、

本年４月に蘇我地区にて内閣府が主導する企業主導型保

育園を開園する運びとなり、それに伴いまして、「株式会社

フューチャー」を起業し、代表に就任致しました。 

 今、当保育園と提携を結んでくださる企業様を大募集中

です。提携料は一切かかりません。また、提携下さった企

業様は、ハローワーク等の求人の際に提携保育園完備と、

うたうことが出来、求人採用にも役立ちます。 

 是非、宜しくお願い致します。 

 

 

◆出席報告 (会員数４７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。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆  ◆◆◆◆◆◆◆◆  ◆◆◆◆◆◆◆◆

 

会長挨拶 
       向後 保雄会長 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『千葉市の平成２９年中の一大ニュース』 

 

現在の千葉市の4つのアイデンティティーは、「加曾利貝

塚」「大賀ハス」「千葉氏」「海辺」ですが、一昨年の 10 月に

姉妹都市提携 20 周年の節目に市長とともに議長として、ス

イスのモントルー市に行った折にモントルー市のベーリー

市長から、「大賀ハスが欲しい」との要望をいただいたので、

昨年の 5 月に私が自費で家内とともに大賀ハスをモントル

ー市に寄贈し、その代わりにモントルー市から名物の水仙

の球根を 25 球いただき、花外交を実施してまいりました。

千葉公園に植えましたので、今年の 3 月に花が咲いた折に

はご案内しますので是非見に行っていただきたいと思いま

す。 

ところで、ＲＩ会長のイアン・ライズリー氏の掲げるテーマ

は「ロータリー：変化をもたらす」ですから、奉仕を通じて

人々の生活に変化をもたらす活動をしなければならないと

の思いで、千葉氏プロジェクトについては、昨年の 10 月 13

日にロータリー財団の地区補助金を活用して、千葉市の小

学校１１１校に紙芝居とマンガ本を寄贈し、合わせて酒井秀

大社会奉仕委員長がチームリーダーとなり、多くの皆さん

のご協力を得てプロジェクトチームを立ち上げました。 

12 月 5 日の本町小学校を皮切りに紙芝居の読み聞かせ

の奉仕活動を計画し現在実施中です。教育の結果が出る

には時間がかかりますが、必ずや子供たちに郷土千葉市

の歴史を知ってもらうことで郷土愛をはぐくめると、子供たち

の生活に変化をもたらすことができると確信をしておりま

す。 

そして、「加曾利貝塚」は、昨年10 月13 日に文部科学省

から国の「特別史跡」の指定を受けましたので、加曾利貝塚

の今後の整備計画について少しお話をさせていただきます。

千葉開府 900 年の 2026 年までの 10 年間を 2020 年の東

京オリパラまでにある程度整備して海外からの訪問者に対

応する 2020 年までの 4 年間を「短期的整備」とし、残りの 6

年間を「中長期的整備」と位置付け、中長期的整備の中で

現在の史跡外、具体的には現在の博物館のある側からみ

て裏の坂月川の対岸に新たな博物館を建設する予定です。

今後情報が入りましたらまたご報告させていただきます。本

日のところは、これで終わりと致します。 

 

 

 

 

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㈱千葉支店 

       支店長  小林 雄太様 

第２６１７回例会 

≪初笑い・懇親夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２９年１月２６日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ ふぐ料理 生乃弥 

 
＜会報当番：植松 省自＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 291,700 円

金の箱 100 円 累計 8,250 円

出席者数 

３６名 

欠席者数 

１１名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ０名 

12/29 修正出席率  

休会のため次回にて 

千葉ＲＣ 月 2/19・2/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/13・2/20 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/13・2/23 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 2/14・2/21 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 2/8・2/15 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 1/25・2/8 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


