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２０１８-１９年度 

第２６３８回 
２０１８年７月６日（金）点鐘１２：３０ ≪雨 ≫ 

◆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 

会長エレクト 野口アキ子様、 

今野文明様、秋元一彦様 

◇千葉港ロータリークラブ 

会長 船木幹夫様、幹事 伊藤和己様 

◇市原中央ロータリークラブ 

会長 藤田賢吾様 幹事 根本 泉様 

◇千葉北ロータリークラブ 

会長 栗原洋一様、幹事 北根公博様、外立 徹様 

◇千葉緑ロータリークラブ 

会長 米良 暁様、幹事 神頭憲司様 

松崎久夫様、長嶋利忠様 

◇末吉弥和様 

◇米山奨学生 于 陽さん 

◆会長挨拶及び報告      五十嵐 博章会長  

≪新旧、理事委員長会議報告≫ 

①２０１７-１８年度 決算報告  承認 

②２０１７-１８年度ﾆｺﾆｺボックス会計報告及び予算 承認 

③２０１８-１９年度 予算の件     承認 

④   〃     委員会構成の件 承認 

⑤   〃     行事予定の件  承認 

⑥入会候補者の件  承認 

（末吉弥和氏、茅野昌義氏、真木 学氏、高橋 豊氏） 

⑦退会届の件     承認 

（江沢一男会員、小野口壽一会員、三橋哲夫会員、水

嶋和彦会員） 

⑧出席免除の件  （早野友宏会員）  承認 

⑨７/２７、勝浦ＲＣ・千葉南ＲＣ合同懇親夜例会について 

⑩１１/７（水）ガバナー公式訪問について 

◆ご挨拶                    

千葉西ＲＣ 会長エレクト 野口 アキ子 様 

皆様こんにちは。本日は会長の花光

が例会が重なりまして、会長エレクトの

野口と職業奉仕委員長の今野と広報 IT

情報委員の３名で初例会のお祝いに出

席させていただきました。会長の花光か

ら祝辞を預かって参りましたので代読い

たします。 

五十嵐会長、松尾幹事、並びに千葉南ロータリークラブ

の会員の皆様、初例会、心よりお祝い申し上げます。 

月日の経つのは早いもので、あっという間に７月の会長

交代時期を迎えてしまいました。新しい年度に向かうときは、

緊張せずにはいられません。しかし、ロータリーは、困った

ときは「友情」という仲間のサポートがあるはずです。貴クラ

ブにおかれましても、会員の皆様が互いに協力し合って、

楽しいロータリーライフが送られることを心よりお祈りいたし

ます。 

一昨年の規定審議会で、定款・細則が変わり、例会開催

数を大きく減らす事が可能となりクラブ運営に大きな変革が

求められました。規定改定の２年目は、この変化にどの様な

クラブ運営で対応するか、真価が問われます。今年も合同

幹事会が毎月開かれると聞いております。各クラブお互い

に連絡を取り合って良い情報を交換し合って、クラブの発

展、地域の貢献、ロータリーの目的である奉仕の理想に役

立てて行ければ幸いです。 

結びに千葉南ロータリークラブ皆様の更なる発展を心よ

りお祈り致しまして、お祝いの言葉といたします。本年度も

宜しくお願い致します。 

千葉港ＲＣ 会長 船木 幹夫 様 

五十嵐会長、松尾幹事、新年度お

めでとうございます。我がクラブと千葉

南ＲＣとは親しい関係にございまして、

以前、私がバンドをやっていた関係上、

夏の夜例会にて演奏させていただい

たりしまして、顔なじみという感じでござ

います。 

本年度、当クラブからは山崎ガバナー補佐を輩出するの

で、あらゆる場面で関わることがあると思いますが、宜しくお



願い致します。 

昨日の会長挨拶でお伝え忘れたことがございまして、 

今年度の「インスピレーションになろう」という言葉は、難しい

言葉、馴染めない言葉でありまして、インスピレーションに

なるという事はどういうことだろうと、英語に長けている友人

に相談したところ、和訳するのは難しいが、強いて言うので

あれば、感化させる、いい刺激を与える存在という意味であ

ろうということでした。 

 今年度もどうぞよろしくお願い致します。 

市原中央ＲＣ 会長 藤田 賢吾 様 

五十嵐会長、松尾幹事、就任お

めでとうございます。 

会長としてここに登壇させていた

だくこと、何も分からずにやってもい

いものかと思いますが、市原中央Ｒ

Ｃや千葉南ＲＣの諸先輩方もそれで

いいんだとおっしゃってくださる、ア

ットホームなグループ、仲間だと思います。 一年間、宜しく

お願い致します。 

千葉北ＲＣ 会長 栗原 洋一 様 

五十嵐会長、松尾幹事、ご就任お

めでとうございます。五十嵐会長とは

毎週月曜、お食事をご一緒しておりま

す。新年度を迎えられたことは、めで

たいことだと思っております。千葉南Ｒ

Ｃには様々なところで同席し、ご指導

をいただいております。引き続きご指

導のほど宜しくお願い致します。 

千葉緑ＲＣ 会長 米良 暁 様 

五十嵐会長、松尾幹事、就任おめ

でとうございます。 

私どものクラブはこちらの千葉南か

ら２０年前に分かれて、その後、色々

な形でご指導いただき、今後とも親

交を深めたいと思いますので、親クラ

ブとして宜しくお願い致します。 

当クラブの初代会長の大木が昨年２０周年を持ちまして、

勇退となりました。長い間ありがとうございました。 

今後とも宜しくお願い致します。 

◆ご報告            廻 辰一郎会員 

先月末に退会された江沢一男会よりメッセージが届いて

おりますので、代読させていただきます。 

２０１８-１９年度のスタートを心よりお祝い申し上げます。

今日からいよいよ五十嵐年度のスタートですね。松尾幹事

と共に一年間頑張ってください。岬の地で陰ながら応援し

ております。新年度を一緒に活動できないことを残念に思

っております。先般紹介致しました高橋豊さんは、先日、千

葉南ロータリークラブへの入会申込書を提出致しましたの

で、私同様、迎い入れてくださいますようお願い申し上げま

す。 

五十嵐年度のスタートに当たり、生き生きと長く過ごせま

すよう長生メロン、マスクメロンを皆さんでお召し上がりくださ

い。またお会いできることがあれば幸いです。 

◆委嘱状伝達                  

２０１８-１９年度国際ロータリー第２７９０地区 

グローバル事業補助金委員会 委員長 三神秀樹会員 

◆委員会報告                  

社会奉仕委員会 （伊藤 和夫委員長） 

「第１４回アドベンチャー都川２０１８」開催のご案内 

日時：７月２１日（土）09：00～15：00   

場所：都川水の里公園 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

 一年間宜しくお願い致します。 

・事務局勤務時間の変更について 

9 時～17 時⇒ 9 時 30 分～17 時（火～金） 

・米山奨学生 于 陽さん 奨学金授与  

 これから研究頑張ります。宜しくお願い致します。 

 

◆7 月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い       

≪誕生日祝い≫ 

 五十嵐博章会員 藤井良成会員 土屋文武会員 

≪結婚記念日≫  

該当者なし 

◆ニコニコボックス報告             

≪千葉西ロータリークラブ 野口アキ子様、今野文明様、

秋元一彦様≫ 

五十嵐会長、松尾幹事、おめでとうございます。頑張っ

て下さい。 

≪千葉港ＲＣ 会長 船木幹夫様≫ 

 新年度発足、おめでとうございます。貴クラブの益々のご

発展をご祈念申し上げます。 

≪市原中央ＲＣ 会長 藤田賢吾様、幹事 根本泉様≫ 

 五十嵐会長、松尾幹事、ご就任おめでとうございます。 

≪千葉北ロータリークラブ様≫ 

 五十嵐会長、松尾幹事、就任おめでとうございます。 

≪千葉緑ロータリークラブ様≫ 

 五十嵐会長・松尾幹事様、この度はご就任おめでとうござ

います。そして、親クラブであります千葉南ロータリークラブ

の皆様、今年度も宜しくお願い致します。 

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

 本日は、お足元の悪い中、大勢のお客様にお越しいただ

きまして、誠に有難うございます。ごゆっくりお過ごしくださ

い。 

 これから一年間、楽しいロータリーライフを皆様にお過ご

しいただけますよう努力してまいります。宜しくお願い致しま

す。 

≪向後保雄直前会長・水野浩利直前幹事 ≫ 

 五十嵐会長、松尾幹事の年度がいよいよスタートとなりま

した。最初の２ヶ月は、我慢のしどころ、そのあとは漲る力を

存分に発揮していただき、そして最後はゆったりと構えて運

営されると良いと思います。今年度は５５周年という節目の

年度でもあります。お二人の手により、千葉南クラブの未来



が輝かしいものとなりますよう、心よりご祈念申し上げます。 

≪出井清会員、金親博榮会員≫ 

 カナダ・トロント国際大会に５人グループで行ってきました。

市原クラブの小池さん、八街クラブの樋渡さん・髙橋さんと

楽しく、ナイアガラの観光も交え、国際大会ならではの各国

との交流も新鮮なものでした。お土産のメイプルリーフを召

し上がって下さい。 

≪吉田裕成会員、植松省自会員、斎藤昌雄会員≫ 

 五十嵐会長、松尾幹事いよいよスタとラインに着きました

ね。明るくて笑顔の絶えないロータリーづくりを宜しくお願い

致します。みんなで応援致します。 

 

 

◆出席報告 (会員数４５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。 

 

本日の卓話 

      

演 題⇒「会長挨拶」 

     卓話者⇒ 五十嵐 博章会長 

        
まずは、２０１８-１９年度この歴

史ある千葉南ＲＣの５５代会長を

拝命致しました。宜しくお願い致

します。 

入会歴は１０年目になります。

若手からやや中堅に入ってきた

ところと感じておりまして、以前よ

り会長のお話がございましたが、

まだまだということで逃げてきたのですが、本年度引き受け

ることになりました。引き受けたからには一所懸命努めます

のでよろしくお願い致します。 

重責に身が引き締まる思いと大役が務まるのかという不

安でいっぱいですが、会員の皆様、関係各位、事務局の

太田さんのご協力を得て、千葉南ＲＣの歴史に恥じることな

く、更なる一ページを飾りたいと思います。 

また、本年度は創立６０周年に向けての中間地点でござ

います。会員それぞれ様々な思いがあると思います。大先

輩の思いや、輝かしい歴史や伝統を振り返り、永続して未

来の展望へ繋げていくことが大きな責務になると感じており

ます。一方で若い世代の増加に伴い、環境の変化に対応

していかなければならないという事態も発生しております。

歴史、伝統を大切にしながら、改革にも目を向けていこうと

思います。皆様のご指導、ご鞭撻を賜りながら、微力ながら

精一杯務めていきたいと思っております。 

本年度の重点方針ですが、テーマは「インスピレーション

になろう」ということでありますが、和訳すると、直感、閃き、

霊感という意味だそうです。奉仕活動を実践する上で、直

感的に良いと思ったことは、積極的にできるかどうかの判断

をし、実行していくことが、奉仕活動を最も重要とするロータ

リーのレゾンデートルではないでしょうか。 

そういった意味で、私の本年度のテーマは、『直感・判

断・実行・継続』です。当クラブは長年、「国際里山の集い」、

「都川の環境を考える会」、「社会福祉法人槇の実会・ひか

り学園」への支援を奉仕活動として行っており、昨年度は地

域の小学生へ紙芝居読み聞かせも行いました。これらにつ

いては、本年度も継続して行って参ります。 

次にクラブ運営をするに当たり、奉仕活動と並んで最も

重要な項目は会員増強でございます。発明家のエジソンは

インスピレーションをとても大事にしていたそうです。実際イ

ンスピレーションに従って数々の発明を世に残しております。

他にもインスピレーションの導きに従い、大きな仕事や発明

を成し遂げた人は数多くいます。是非、会員一人ひとりがイ

ンスピレーションに従い、奉仕活動を実行する中で共感者

を呼び込み、会員増強につながる空気感と仕組み作りに努

めたいと思います。 

会員増強につきましては、特別会員増強委員会を昨年

度に引き続き設置しておりますので、６０周年に向けての５５

周年ですから、是非、会員数５５名とし、この年度を盛り上

げていきたいと思います。 

会員増強をする中で退会という問題があります。退会防

止も並行してやっていかなければならないので、まずは楽

しい例会、趣味の会など仲間同士が楽しく付き合える場を

設け、各委員会も充実させられる一年にしていきたいと思っ

ています。皆様のお知恵とお力を拝借し、充実する一年と

なりますよう、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

本年度ＲＩ会長より、メッセージが７月３日付で発信されて

おります。「インスピレーションになろう」というテーマを会員

それぞれがかみ砕いて考えていただき、奉仕活動を実行し

ていただきたいと思います。 

 

 
 

第２６３９回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ ２０１８年７月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

 
≪会報当番：普天間 操≫ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 41,000 円 累計 41,000 円

金の箱 160 円 累計 160 円

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１３名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１６名 

６/２２修正出席率  

１００ ％ 

千葉ＲＣ 月 8/13 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/31・8/14 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/24・7/31 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/25・8/15 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/8・8/15 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/26・8/16 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 


