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２０１７-１８年度 

第２６３７回 
平成３０年６月２９日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ』 
◆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                 

◇末吉 弥和様 

◆会長報告           向後 保雄会長  

本日は最後の例会となりますが、まずは会長である私

と、水野幹事を支えていただいた、オークラ千葉ホテル

の宮本さんにお礼をしたいと思います。 

会長卓話の中で各委員長より一年間の感想をいただ

きたいと思います。宜しくお願い致します。 

議会開会中は例会に参加することが出来ず、小林直

前会長とその前の伊藤パスト会長に進行をお願いするこ

ともありました。ご協力いただき有難うございました。 

本日は梅雨も明けたということで、会長幹事ともに今

日を晴れ晴れしく迎えることができました。一年間、本当

にありがとうございました。 

 

◆ご挨拶                    

江沢 一男会員 

本日で最後の例会となりました。

私が退会するという気持ちがあまり

沸かないのですが、千葉南ロータリ

ークラブの皆様には大変お世話に

なりました。実質 5 年半、いろいろ

ご指導いただきながら楽しく過ごす

ことができました。 

伊藤会員に紹介していただき、

入会しましたが、ローターアクトに在籍していて、このロ

ータリークラブのすばらしさを知っておりましたので、無

条件で入会させていただきました。その時は鈴木会長で

したが、５０周年に向けてということで、いろいろ展開して

いるところでありました。次年度の竹尾会長の際に、ロー

タリーソングのパネルを新しくしませんかという提案をさ

せていただき、自分の技術で補修できるかと思ったので

すが、難しく、アルミ板のパネルへその時の予算で交換

していただき、一つの形を残すことが出来たのではない

かなと思います。 

また、ロータリークラブの「趣味の会」には、大変積極

的に参加させていただきました。退会した後もお誘いい

ただければと思っております。 

「四つのテスト」を毎回唱和しておりますが、現在、私

は再就職で掃除のお仕事をしておりまして、上からの目

線も必要ですが、原点に返って物事を見ています。その

際にいつも「四つのテスト」を思い浮かべます。その中で

「みんなに公平か」が一番難しいのかなと感じております。

有難うございました。 

 

◆各委員会ご挨拶                  

≪鈴木 美津江親睦活動委員長≫ 

皆さま、一年間有難うござい

ました。会長幹事のお蔭で楽し

い一年になりました。せっかく親

睦活動委員会になったのだか

ら、いろんな人にいろんなところ

でいろんなお仕事をしていただ

く、ということをやってきた一年

間でした。その結果、ロータリーはこんな仕事があって、

楽しいところと感じていただければと思っていました。退

会された方からロータリーでのご自身の存在価値がない、

意味がないという言葉が忘れられません。ロータリーで

は、皆のために動いてもらおう、ロータリーを知ってもらう

ということを考え、いろんなことをしてきました。 

是非ともロータリーでのご自身の価値を見つけていっ

ていただきたいと思います。新会員さんの紹介者になら

れた方も、入会後のフォローをしていくよう心掛け、良い

クラブになることを皆が考えるように 

なればと思います。 

一年間、有難うございました。 

 

 



≪酒井 秀大社会奉仕委員長≫ 

向後会長のご指示の下、千葉氏

の紙芝居プロジェクトをやらせて

いただきました。実際にやってみ

て、小学生の反応を見ながら、社

会奉仕をしている実感を味わえま

したし、会員の皆様と一緒に活動

して充実感も味わえました。こうい

った社会奉仕を形にしていき、今

後もロータリーとしての活動が見えてくるのだと実感した

一年でした。本当に有難うございました。 

 

≪伊藤 和夫会員増強・退会防止委員長≫ 

非常に頭の痛い一年でし

た。退会防止については、親

睦を図ることが大事ですね。

現在の会員数は４８名、スタ

ートが４７名なのでプラス１名

となりました。新入会員の皆

様のお顔を覚えてください。

一年間、有難うございました。 

 

≪植松 省自職業奉仕委員長≫ 

１１月２４日、東京電力さんの千葉火力発電所と鈴木

食品さんの職場訪問を実施いたしました。これも今年度

の素晴らしい実績の一つとなりました。有難うございまし

た。 

 

≪斎藤 昌雄国際奉仕委員長≫ 

韓日親善会議には、大勢

のご出席をいただき、ありがと

うございました。海外の姉妹ク

ラブを現在、東仁川ＲＣだけ

に絞っていますが、締結３０

周年を実施したので、４０周

年も実施したかったのですが、

会員数も減り、例会参加も７、

８名とのことで負担になっては申し訳ないということで今

回は様子見となりました。今後については、当クラブとし

て考えていった方がよいと思います。 

一年間、有難うございました。  

 

≪江沢 一男青少年奉仕・RYLA 委員長≫ 

池田会員のＡＬＳＯＫさんの社員 2 名と 1 泊 2 日のＲＹ

ＬＡ（ライラ）セミナーに参加しました。他の地区の会員と

の交流もしてきました。 

 

≪水野 浩利幹事≫ 

向後会長はじめ、会員の皆

さまに支えていただき、無事

に一年間を過ごすことができ

ました。有難うございました。 

幹事を仰せつかったときの

思い出を一つ。 

向後会長よりご連絡があり、幹事をやってくれないかと

いうお話があった際に「私では無理ではないですか？」

とお伝えすると、「ロータリーにＮＯはない」という一言で、

「分かりました」と、お受けした経緯でした。     

一年間幹事を務め、ロータリーのロの字くらいは分か

るようになったと思います。是非、五十嵐年度を皆で支

えていただければと思います。有難うございました。 

 

◆幹事報告           水野 浩利幹事  

会長・幹事のバッヂ交換は、通常 6 月末または 7 月最

初の例会で行いますが、今回は 7 月第１例会で行いま

すので宜しくお願い致します。 

◆ニコニコボックス報告             

≪向後 保雄会長・水野 浩利幹事≫ 

今日は 22 日も早い梅雨明けとなりました。気温の暑さ

とサッカー応援の熱さでお疲れの方もいらっしゃるかと思

います。 

さて、本日を持ちまして、会長・幹事の任務が終了とな

ります。皆様におかれましては心強いご支援とご協力を

賜り、誠に有難うございました。やり残したことがたくさん

あったような気もしますが、次年度に無事バトンタッチが

できますこと、大変嬉しく思います。 

次年度、五十嵐会長、松尾幹事にエールを送りたいと

思います。 ガンバッ！  

 

≪五十嵐 博章会長エレクト・松尾 博之副幹事≫ 

向後会長、水野幹事、一年間本当にご苦労様でした。

心地よい達成感に浸っていることと思います。次年度は

粉骨砕身、頑張りますので皆様のご協力お願い申し上

げます。 

 

≪吉田 裕成会員、斎藤 昌雄会員、 

植松 省自会員≫ 

向後会長、水野幹事、一年間有難うございました。千

葉氏紙芝居はじめ、素晴らしい実績を残した一年間でし

たね。 

 

≪藤井 良成会員≫ 

今日は梅雨明けとのことです。オークラ千葉ホテルも

ビアガーデンをはじめました。宜しくお願い致します。 

 

≪普天間 操会員≫ 

向後会長、水野幹事、一年間有難うございました。そ

してお疲れ様でした。 

さて、来月 7 月 24 日（火）いよいよダイワロイネットホテ

ル千葉中央がオープンします。すでにご予約も承ってお

りますので、千葉駅前共々宜しくお願いいたします。 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 484,700 円

金の箱 0 円 累計 21,448 円



◆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⇒「会長挨拶 一年を振り返って」 

卓話者⇒ 向後 保雄会長 

 

至らない会長でありましたが、

各委員長の方々の支えがあって

終えることができました。各委員

長や委員会の皆さま、そして女

房役をかってくださった水野幹

事、有難うございました。心から

御礼申し上げます。 

この一年間の中で「変化をも

たらす」ということを実現させようとして企画した紙芝居の

読み聞かせでした。絵の上手な新宿小学校の図書館の

先生が、「千葉常胤公物語」という漫画を基に紙芝居を

作ったというお話しを聞き、新宿小学校だけに置いてお

くのはもったいないということで、１１１校に寄贈しようとい

う提案をさせていただき、漫画本も併せて寄贈致しまし

た。 

また、寄贈するだけではなく、奉仕活動として読み聞

かせをするということで、プロジェクトチームを立ち上げ、

酒井社会奉仕委員長にチームリーダーをしていただきま

した。その功労者として、先日、地区の表彰もありました

が、やっとロータリーらしい活動ができたと思っておりま

す。これらは決して一人ではできないことで、会員の皆さ

んのご協力があってこそのことです。教育委員会からも

ロータリーの奉仕活動について、感謝のお言葉もいただ

いております。 

読み聞かせをするにあたり、水野幹事や小林会員より

アイデアを出していただき、皆で楽しくユーモラスなシナ

リオで千葉常胤公の話を勉強することができたと子供た

ちも喜んで聞いてくれました。次の五十嵐年度でも続け

ていくことになっております。現在、新宿公民館より依頼

をいただいておりますので、８月 3 日に実施する方向で

動いております。甲冑を着てみたり、楽しめる内容に仕

上がってきていますので、非常に評判が良くなっており

ます。これは私の年度で力を入れた大きな活動でしたし、

それに携わっていただいた会員の皆様には心から御礼

申し上げます。本当に有難うございました。 

新会員を増やすためにそして親睦を深めるためにロ

ータリーは楽しいところと思っていただけるように、鈴木

親睦活動委員長にもご尽力いただきました。 6 月 22 日

のジャズの夕べも年度終わりにはなりましたが、実施する

ことができました。他には、親睦旅行でも楽しく実のある

ものになったと思っております。会員は減ってきておりま

すが、60 周年 60 名を目指し、会員増強していきたいと

思っております。 

 この一年間、大変お世話になりました。有難うございま

した。 

 
 
 

オークラ千葉ホテル・スタッフの皆様、 

いつも有難うございます！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       いつも美味しいお食事を 

有難うございます！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２６３８回例会 

日 時⇒ 平成３０年７月６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会長挨拶』   五十嵐 博章会長 

第２６３９回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ 平成３０年７月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

 

 
＜会報当番：普天間 操＞ 

出席者数 

３０名 

欠席者数 

１８名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

６/１５ 修正出席率  

６３．２７ ％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/31 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/3・7/24 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/11 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


