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２０１８-１９年度 

第２６６０回 
２０１９年１月１１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『手に手つないで』 

◆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                 

◇米山奨学生 于陽さん 

◆会長報告          五十嵐 博章会長  

皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

お休みが続いていて久しぶりに皆様のお元気そうなお

顔を拝見でき、嬉しく思います。 

我が家は、お正月休みを利用し、ハワイのオアフ島へ

行って参りました。毎日ビーチに行き、英気を養っており

ました。おかげで更に日焼けして帰って参りました。 

 今年の干支は亥です。会長任期も残り半年、「猪突猛

進」で突き進んで行きたいと思います。 

 

【理事会報告】 

１．クラブ会計報告   承認される。 

２．ニコニコボックス会計報告 

  昨年の繰越金を食い込んでいるので、皆様にはます

ますのご協力をお願したいと思います。 

３．５５周年記念例会会計報告   承認される。 

４．インターシティーミーティング 

日時：２月１４日（木）点鐘：１４：３０ 

懇親会：１７:３０～ 

会場：ホテルポートプラザちば 

IM 懇親会については、個人負担額５０００円のところ、２

０００円クラブ負担、３０００円を個人負担とすることで承認

されましたので、懇親会に奮ってご参加ください。 

 

・１月２５日（金）に餅つき例会を予定しており、伊藤会員

にご尽力いただき、もち米や臼杵などその他にもご準備

いただいております。個人負担は一切ありませんので、

こちらも奮ってご参加ください。 

・社会奉仕委員会より、「都川の環境を考える会」の支援、

環境保全をお願いしている立場ですが、先方と日程の

打ち合わせをし、支援金を例会にてお渡する予定です。 

 

◆乾杯！！                    

５５周年記念例会実行委員長 

         水野 浩利会員 

「今年も良い年になりますように！ 

元気にパワフルなスタートがきれま

すように！ 

千葉南ロータリークラブが益々盛会

な一年になりますように！ 

 乾杯！！」 

 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より （河原大輔委員長） 

1月２５日（金） 餅つき懇親夜例会のご連絡 

場所：湾岸食堂ちば（千葉みなと駅より徒歩約１５分） 

時間：集合 １６:３０ 点鐘：１８:１５ 

（親睦委員会 １６時集合） 

お子様にもご参加いただけます。 

駐車場のスペースはございませんが、正面道路に停め

ていただくことができます。 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

特にございません。 

◆米山奨学生 于陽さんより報告           

皆さんこんにちは。今日は丁度私の誕生日で、竹尾

カウンセラーからプレゼントをいただきました。有難うござ

います。 

日本に来て、もう４年が過ぎまして、ここでたくさんの

方々とお会いし、この１年が自分の中で大切な経験をし

た１年だと思います。あと１か月で卒業となりますので、

最後の研究、頑張りたいと思います。 

今年も宜しくお願い致します。 



◆１月度会員誕生日祝・結婚記念日祝       

・・・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、茅野昌義会員、杉本峰康会員、 

真木 学会員、鮫島永一会員、廻辰一郎会員 

・・・結婚記念日・・・ 

松尾博之会員、北原俊彦会員 

◆ニコニコボックス報告             

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

 皆様、明けましておめでとうございます。 

素晴らしいお天気のお正月でしたが、皆様はどのおうに

過ごされましたでしょうか。ゆっくりと休養されましたでしょ

うか。 

平成最後の会長幹事として頑張りたいと思いますので、

皆様のご協力、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

卓 話 

新年の抱負 

≪五十嵐 博章会長≫ 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、2018-2019年度の会長

を拝命し、諸先輩方、会員皆様の

絶大なるご協力のおかげで何とか

半年間を乗り切ることができました。

振り返ってみますと７月の勝浦ロ

ータリークラブの皆様をお招きし、

ポートタワーにて夜景と花火を楽しみながら懇親夜例会

を開催できました。特に勝浦ロータリークラブについては、

３年前のたけのこ掘り例会で大変お世話になっておりま

して、そのお礼が少し返せたかなと思っております。また、

親睦交流の面からも非常に有意義な時間だったと思い

ます。 

７月に予定されていた里山の集いについては、天候

不良により１０月に延期となりましたが、米山奨学生、学

友会、ローターアクトの皆さんをお招きして盛大に開催

することができました。こちらでは、金親会員、鈴木会員

に大変なご尽力をいただきました。ありがとうございまし

た。 

１０月には、５５周年記念親睦旅行で中国の大連へ２

泊３日のスケジュールで１７名の会員で行って参りました。

これも劉会員と河原親睦活動委員長のご尽力で啓智学

校、特別支援施設を訪問、例会にお招きし、記念品を贈

呈し、交流することができました。 

１１月は、CSR のゴルフコンペを茅野会員、岡田会員

が中心となり開催されました。吉田与一郎会員が優勝し

ました。天候にも恵まれ、参加者全員、楽しい一日を過

ごすことができました。 

１２月１５日（金）、５５周年記念例会では、水野実行委

員長、河原親睦活動委員長、親睦活動委員会の皆さん、

ゴスペルを指導してくださった石川会員他、大勢の会員

の皆様にご協力いただき、たくさんのお客様をお招きし、

盛大に開催することができました。当日は千葉明徳高校

チアリーディング部ホッパーズの皆さん、バルーンアート

のポポさん、菓子工房ノアさんにも華を添えていただきま

した。 

また、例会の外部卓話におきましては、小林プログラ

ム委員長の企画のおかげで、貴重なお話しをたくさん伺

うことができました。 

上期を振り返ってみますと、このように文字通り全員参

加型の行事が多数催され、皆様方のおかげで何とか乗

り切ることができました。改めてお礼を申し上げます。 

下期もいくつかの催し物を予定しております。引き続き

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

先ほどの会長挨拶・報告の中で干支の話を致しました

が、亥年は干支の中で、最後の年でして、植物の一生と

考えると、戌年でたわわに実った果実が種子となり、エネ

ルギーを蓄えて次の世代に向かう準備をする意味の年

だそうです。５５周年から６０周年に向けてあらゆる角度

から見て大きくできる年になるよう精一杯努力していきた

いと思います。特に会員増強を一番の課題とし、６０周年

６０人を達成していきたいと思います。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

≪松尾 博之幹事≫ 

皆様、明けましておめでとうござい

ます。 

幹事を仰せつかり、半期が終了

しました。五十嵐会長のお話しの

中にもありましたが、初めの３か月

間は特に忙しかったと思います。

わからないことだらけで至らないと

ころが多く、皆様には大変ご迷惑をお掛けしたと思いま

すが、他クラブの幹事さん、ガナバー補佐の方々とよりコ

ミュニケーションを密にし、色々な情報を収集し、当クラ

ブにフィードバックして、運営がスムースに進むよう、粉

骨砕身の努力をしていきたいと思っております。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ ２,000 円 累計 198,527 円 

金の箱 792 円 累計 14,403 円 

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

修正出席率   

次回にて 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 1/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 1/22 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 1/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 1/16 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 1/24.1/31 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 



この場をお借りしてのお知らせですが、２月２１日あた

りに歴代幹事会を開催したいと思います。諸先輩方のご

指導・ご鞭撻をいただき、後半も頑張っていきたいと思っ

ております。 

ロータリーの活動、仕事、プライベートと２０１９年亥年、

猪突猛進ということで、私５２歳になりましたが、終活を始

めております。残り１１年で計画設計をし直しております。

会社もそうですが、後を引き継ぐのはどのようになるかは

不明ですが、６３歳には引き継いでも問題ないような状

態にしていきたいと思っております。今年４月は、神奈川

県相模原市に新たに営業所を出す予定でおります。２

年前には埼玉県加須市に出して、計画以上で推移して

おりますので、神奈川県の後は長野市と広げ、６０歳の

頃には大阪まで広げ、その３年後には余生を過ごすこと

ができればと考えております。 

健康管理も兼ねてゴルフをやっておりますが、GHA判

定が今現在１３．１でして、これを５縮めて、ロータリー、

仕事、プライベートを３つの柱を一生懸命やっていきた

いと思いますので、引き続き、皆様のご協力をお願いし

たいと思います。 

 

≪杉本 峰康会長エレクト≫ 

皆様、明けましておめでとうござ

います。 

この平成最後の年末、皆様は

どのようにお過ごしだったでしょう

か。実は幹事だった７年前くらい

ですが、糖質ダイエットをしており

ました。体重がかなり下がり、ダイ

エットに成功したのですが、見事

にリバウンドしており、昨年の１０月中頃よりダイエットを

始めました。糖質制限は炭水化物を抜くものでして、な

かなか厳しいものでしたので、単純に量を減らす、お酒

を（なかなか減りませんが）減らすということで頑張ってお

りましたが、年末の忘年会シーズン、松尾幹事、廻会員

につき合わされ、一気に元に戻り、過去を突破し、最高

潮に達しましたので、今年はダイエットに頑張っていきた

いと思います。 

年明けに人間ドックに行って参りました。さすがに前の

日は控えようと思っていたのですが、同じ会社の千葉ロ

ータリークラブに所属する先輩がおりまして、普段の状

態を見てもらわないでどうする、と飲みに連れて行かれ、

案の定、コレステロール、血糖値、肝機能等引っかかる

結果となりました。再検査に行って参ります。 

あと半年で会長を務めないといけないので、健康にも

気を付けていきたいと思っております。半年後、務まるか

どうか不安ではございますが、精一杯頑張って参りたい

と思いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

この半年は五十嵐会長を全面的に支持して、勉強を

しながら過ごしていきたいと思います。次年度７月以降

は、酒井副幹事と手を携えて、クラブ運営、奉仕活動、

親睦活動、会員増強に努めていきたいと思いますので、

是非、全会員皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

≪酒井 秀大副幹事≫ 

皆様、明けましておめでとうござい

ます。 

私は現在、副幹事をさせていた

だいておりますが、今年は杉本会

長エレクトからお話しいただいた通

り、7 月より幹事をさせていただくこ

ととなりまして、大変身の引き締ま

る思いでございます。 

千葉南クラブに入会して、かなり経つのですが、その

時は最年少でしたが、今年４２歳になりまして、現在は 2

番目に若い会員でして、なかなか皆さんに追いつくこと

ができません。自分より年下の会員に入会いただくよう、

会員増強をしていきたいと思っております。 

入会した初めの頃、仕事が忙しく、ロータリーに参加

することができませんでしたが、副幹事を仰せつかり、例

会にしっかり参加するように心掛けました。幹事をさせて

いただく上では、ロータリーについてしっかり勉強して理

解していかなくてはいけないと思っております。そのよう

な中で、自分自身も楽しみながらロータリー活動に充実

して参加できるようにならないと幹事として皆様にお願い

することもできないだろうと思っております。 

最近は、年齢が若い中で、先輩の皆様と交流させて

いただけるということに喜びを感じ、貴重な機会をいただ

いていることを感じております。 

社会奉仕活動などさせていただく中で、ロータリーと

は何か、より充実していくことについて考えていきたいと

思います。そのように幹事としての役割を担って行きたい

と思います。 

一昨年、事務所を独立し、初めて人を雇うという立場

になりました。その難しさを感じておりますが、仕事、事

業の基盤を作っていきたいと思います。 

プライベートでは、子供が今年中学生になります。親

として上手に中学校に上がっていってほしいと思ってお

ります。 

今年後半では幹事として、杉本会長エレクトと共に当

クラブが充実した活動ができるよう頑張っていきたいと思

いますので、皆様のご指導・ご鞭撻、よろしくお願い申し

上げます。 

 

【質問タイム】 

・お年玉をたくさんあげた。⇒  金親会員、北原会員 

・今年の抱負を既に破ってしまった。 ⇒ 廻会員 

・このような新年の誓いをたてた。   ⇒ 出井会員 

質問タイムでは上記の会員にご回答いただきました。

貴重なお話しをありがとうございました。 

２０１９年が皆様にとって良き年となりますように☆彡 

 

第２６６１回例会 

日 時⇒ ２０１９年１月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『職業奉仕について』 

     地区職業奉仕委員会  

委員長 鵜沢 和弘様 

＜会報当番：普天間 操＞ 


