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２０１９-２０年度 

第２６８３回 
２０１９年７月５日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆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                 

◇第 4グループガバナー補佐  時田清次様 

◇地区国際奉仕委員長      吉田朋令様 

◇千葉西ＲＣ／会長エレクト  藤崎泰裕様 

  副幹事 木村龍次様、パスト会長 大森 薫様 

◇市原ＲＣ／会長 篠田美幸様、幹事 福原義一様 

◇千葉港ＲＣ／会長 藤本俊男様、幹事 荒井成喜様 

◇市原中央ＲＣ／会長 宮寺 仁様、幹事 田島 修様 

◇千葉北ＲＣ／会長 神長洋士様、幹事 吉田武司様 

◇米山奨学生／ノミンさん 

◆ＲＩ会長メッセージ（DVD）ロータリーは世界をつなぐ   

マーク・ 

ダニエル・ 

マローニー氏 

Ｄｅｃａｔｕｒ ＲＣ 

アラバマ州（米） 

 

 

◆乾杯                     

五十嵐 博章直前会長 

 千葉南ロータリークラブに 

とりまして、杉本年度が

益々飛躍の年でありますよ

うに、そして、ご列席の皆様

の益々の繁栄とご多幸を祈

念して、乾杯！！ 

 

◆会長報告           杉本 峰康会長  

本日、理事委員長会議を行いましたが、時間の都合

で次週、報告をさせていただきます。 

◆ご挨拶                    

◆第４グループガバナー補佐   時田 清次様 

 

皆さんこんにちは。 

まずは、杉本会長、酒井幹事

ご就任おめでとうございます。 

一年間、宜しくお願い致しま

す。 

奉仕、親睦、高潔性、対応

性、リーダーシップを理解し、

クラブを元気にしたいと考えて

おります。既に杉本会長は、台湾に友好クラブを作ろうと

計画しておられ、テーマにある、「ロータリーは世界をつ

なぐ」に結び付けられるのではないかと思っております。 

１１月にはロータリー情報研修会、２月には第３グルー

プ、第４グループ合同でのｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞが開催さ

れます。幅を広げて親睦につなげたいと思います。 

一年間、ご支援のほどよろしくお願い致します。 

 

◆地区国際奉仕委員長     吉田 朋令様 

 

皆さんこんにちは。 

杉本会長、酒井幹事ご就任お

めでとうございます。本日は、

台湾高雄博愛ＲＣとの友好関

係について、また、中国大連

についても国際的な活動をさ

れているということで地区とし

ても情報をいただいて勉強し

たいと思ってやってまいりました。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

◆千葉西ロータリークラブ  会長  野口 アキ子様 

  （メッセージにて） 

 

皆さんこんにちは。 

本日は会長の野口が、例会が重なりまして、会長エレ
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クトの藤崎康裕が初例会のお祝いに出席させていただ

きました。 

杉本会長、酒井幹事、並びに千葉南ロータリークラブ

会員の皆様、初例会を迎えられおめでとうございます。

心よりお祝い申し上げます。 

平成から令和へ新たな時代になり、早いもので、あっ

という間に会長交代時期を迎えました。新年度は何かと

心せわしい時期でもありますが健康に気を付けて楽しい

クラブライフを送られる事を心よりお祈りいたします。 

今年度の地区のスローガンでもあります「ロータリーか

ら千葉を元気に」を基にそれぞれのクラブの課題や奉仕

のあり方を共有し、地域社会で持続可能な良い変化を

生むために、各クラブの皆様と共に活動したいと思いま

す。 

結びに、千葉南ロータリークラブ皆様の更なる発展を

心よりご祈念いたしましてお祝いの挨拶といたします。 

本年度もよろしくお願い致します。 

 

◆千葉西ロータリークラブ  会長エレクト 藤崎 泰裕様 

皆さま こんにちは。 

ご紹介賜りました千葉西ロータリ

ークラブの藤崎泰裕です。 

先日は、吉田パスト会長、斎

藤パスト会長、五十嵐直前会長、

松尾直前幹事、杉本新会長、

酒井新幹事、台湾高雄訪問、

お疲れ様でした。また、当クラブ

花光直前会長が式典において五十嵐会長のご紹介を

忘れましたことを深くこの場をお借りしてお詫び申し上げ

ます。 

本年度、千葉南ロータリークラブ様は、新姉妹クラブ

締結という重大な事業を抱えております。紹介いたしまし

た藤崎にも重責がございます。歴史と伝統がある千葉南

ロータリークラブ様ですから心配はしておりませんが、相

手が若く新しいクラブですので、上手く手綱を引き締め

て頂きたいと思っております。 

杉本会長、酒井幹事のご活躍、千葉南ロータリークラ

ブ様のご飛躍をご祈念申し上げ、ご挨拶に変えさせてい

ただきます。貴重なお時間をいただき、有難うございまし

た。 

 

◆市原ロータリークラブ  会長 篠田 美幸様 

皆さんこんにちは。 

まずは、杉本会長、酒井幹

事ご就任おめでとうございます。

一年間宜しくお願い致します。 

私は、千葉南クラブさんに来る

のは今回で３回目です。 

伝統あるクラブですので見習

いながら一年間頑張りたいと思

います。 

若輩者ではございますが宜しくお願い致します。 

 

 

◆千葉港ロータリークラブ  会長 藤本俊男様 

皆様こんにちは。 

千葉南クラブさんには知り合

いが多くて日頃から大変お世

話になっております。金親ガバ

ナー補佐の時にアトランタへご

一緒させていただきました。 

第４グループの中でリーダ

ーとしての千葉南さんの存在

は、長男として捉えておりますので、ご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い致します。 

 

◆市原中央ロータリークラブ  会長 宮寺 仁様 

私は、幹事から２年後に会長

に就任致しました。 

寿司三昧の社長さんと偶然アイ

ルランドで一緒になり、バッヂを

見てロータリアンだとわかり、お

世話になったことがありまして、

マローニーＲＩ会長の「ロータリ

ーは世界をつなぐ」ということで、

第４グループ、また地区全体で人と人を繋いでいけたら

と思います。 今年１年、皆さんにとりましてより良い年度

になりますよう祈念致します。 

 

◆千葉北ロータリークラブ  会長 神長 洋士様 

皆さんこんにちは。第２３代

会長の神長と幹事の吉田と申

します。一年間宜しくお願い申

し上げます。杉本会長、酒井幹

事おめでとうございます。そし

て千葉南ロータリークラブの皆

様、初例会おめでとうございま

す。伝統と歴史のある千葉南ロ

ータリークラブさんは、我々にと

りましては大変大きな目標のクラブの一つになっておりま

す。私が生まれる前の昭和３９年に創立されましたが、そ

の間、先輩ロータリアンにおかれましてはいろいろなご

苦労があったかと思いますが、そのようなクラブを引っ張

っていかれる会長、幹事さんに若輩者ではございますが

エールを送りたいと思います。 

 

◆ＲＬＩ推進委員会より伝達             

ＤＬ養成講座修了証書 ⇒ 竹尾 白会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

本日は、時田ガバナー補佐

をはじめ、第３グループ、第４

グループから大勢のお客さに

ご来会いただき、誠に有難うご

ざいます。今年度の幹事を拝

命いたしまして身が引き締まる

思いでいっぱいです。杉本会

長を支え、楽しいクラブとなりま

すよう、一年間頑張りたいと思いますので宜しくお願い

致します。（６月２２日～２４日に台湾高雄博愛ＲＣを訪問

してまいりましたのでビデオを見ながら報告をさせていた

だきます。） 

◆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              

≪第４グループガバナー補佐  時田 清次様≫ 

一年間、宜しくお願い致します。 

≪千葉西ロータリークラブ様≫ 

杉本会長、酒井幹事、おめでとうございます。 

≪市原ＲＣ 篠田 美幸会長・福原 義一幹事≫ 

杉本会長、酒井幹事、一年間宜しくお願いします。 

楽しい一年にしましょう！ 

≪千葉港ＲＣ 藤本 俊男会長・荒井 成喜幹事≫ 

杉本会長、酒井幹事頑張って下さい。一年間宜しくお

願いします。 

≪市原中央ＲＣ 宮寺 仁会長・田島 修幹事≫ 

杉本会長、酒井幹事、ご就任誠におめでとうございま

す。今年度、宜しくお願い申し上げます。 

≪千葉北ロータリークラブ様≫ 

杉本会長、酒井幹事、おめでとうございます。 

≪杉本 峰康会長・酒井 秀大幹事≫ 

７月、夏本番となり、そうめん、冷や麦、冷やし中華、

冷や奴、枝豆、生ビール等々美味しく感じられる季節と

なりました。 

さて、本日は大勢のお客様を迎えての第 1例会です。

お忙しい中を応援に駆けつけて下さり、誠に有難うござ

います。 

先週の最終例会には、直前会長・幹事が晴れやかな

ニコニコ顔で会場入りしていましたが、その顔を思い出し

ながら最後まで頑張りたいと思います。 

皆様のご協力、ご支援、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

≪伊藤 和夫会員≫ 

本日は出張のため、杉本、酒井年度に帳にエールが

出来ません。ご容赦ください。秋田から千葉へ向かって

声を張り上げたいと思います。杉本会長、酒井幹事、

「頑張れーー！！」  「パッ！！」 

≪親睦活動委員長 水野 浩利会員≫ 

今年度の親睦活動委員長を務めさせていただきます。

皆様のご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。 

本日の大事な第 1例会を止むを得なく休んでしまいま

した・・。申し訳ございません。 

≪畠山 明則会員≫ 

杉本会長、酒井幹事、ご就任おめでとうございます。 

≪吉田 裕成会員・植松 省自会員・斎藤 昌雄会員≫ 

若さいっぱいの杉本会長、酒井幹事です。エネルギ

ーも充満しているはず。千葉南クラブを大いに盛り上げ

てください！ 

 

 

 

◆米山奨学生 ノミンさん             

 

皆さんこんにちは。 

実は、３月から就

職活動を始めていま

す。就活をしながら

研究を続けなければ

ならないし、アルバイ

トもしなければなりま

せん。このような大事

な時にロータリーの奨学生に選ばれ、毎月奨学金をい

ただいてとても助かっています。アルバイトから解放され、

就活と研究に集中できるようになり、とても有難いです。6

月末までに４ケ所の内定をいただき、最終的に幕張のあ

る会社に就職できることになりました。 本当に有難うご

ざいました。 

 

◆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。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 48,000 円 累計 48,000 円 

金の箱 0 円 累計 0 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

２９名 

欠席者数 

２１名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１４名 

６/２８ 修正出席率 

７２．０％ 

千葉ＲＣ 月  ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/23・7/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 7/24・7/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/31 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木  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 



本日の卓話 
演題⇒「会長挨拶」 

杉本 峰康会長 

 

 

 

 

この度、千葉南ロータリ

ークラブ第 56 代の会長を

拝命致しました杉本でござ

います。 

創立 56 年というこの伝

統ある千葉南ロータリーク

ラブの会長が務まるのか

甚だ不安ではありますが、

皆様お一人お一人のお力

をお借りして精一杯務めてまいりたいと思いますので、1

年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

まず、今年度 RI 会長(マーク・ダニエル・マローニー

氏)のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」であります。

家族や地域社会と新しいつながりを持ち、新しいリーダ

ーを受け入れ、ロータリーを成長させて、世界をつなぐ

役割をしていこうということでしょうか。先ほどビデオでご

覧になられたと思います。 

 

次に地区のスローガンですが、 

 「ロータリーから千葉を元気に」です。 

 そのためにはロータリークラブが元気にならなくてはな

らないということで、 

 地区の目標として、 

「地区 3000 会員、300 女性会員、30 会員未満のクラ

ブの基盤強化、3 クラブの創設」を掲げております。 

  

それを受けまして、今年度のクラブのテーマは 

「会員個々の繋がりを強化する」と致しました。 

RI 会長、そして地区の関口研修委員長もペッツで述

べておられましたが、全ての活動の主体はクラブです。

まずクラブ内の繋がりが強くなくては、真の親睦活動や

奉仕活動も行うことが出来ません。そしてクラブが元気で

なくては、千葉を元気にすることはできませんので、まず

は足元から繋がりを拡げていき、より強固なクラブづくり

をして徐々に周りと繋がっていければと思っております。 

 

当クラブの奉仕活動として 

・社会福祉法人槇の実会ひかり学園への継続支援 

・都川の環境を考える会への継続支援 

・国際里山の集い開催  

・中国・大連の学友会と連携で知的障碍者施設への地

区補助金を活用しての就業支援 

 

地区でも、日本在住以外の元米山奨学生との交流は

殆どなく、そのまま縁が切れてしまうことが多いそうです。

幸い当クラブには大連出身の元米山奨学生の劉さんが

会員でいてくれているお陰で、今回交流を持つことが出

来ました。ロータリーのない中国ではこの学友会との連

携は大変貴重な取り組みであり、ロータリーと日本の認

知度をいいように高められればと思っております。 

是非多くの方で訪問したいと思います。 

 

一つご紹介しておきたいことがあります。 

先日諸岡ガバナーの呼びかけで、財団・米山・青少年の

代表メンバーや学友のリーダーを集めて、当クラブから

は、米山地区委員の劉会員と金親会員が出席しました

が、「ロータリー学友連絡協議会」というものが発足して、

この国際里山の集いのバックアップをしていこうということ

になったそうです。 

これは、金親会員をはじめ、多くの先輩方が長年地道

にやってこられた結果、地区レベルにまで浸透してきた

ということで、大変素晴らしいことだと思いましたので、ご

紹介させて頂きました。 

今年度も 10 月 6 日（日）に千葉市若葉区で「第 17 回国

際里山の集い」を開催致しますので、ご来賓の方でご興

味ある方は是非遊びに来ていただければと思います。

正式な案内は追ってさせて頂きます。 

 

そして一大イベントとして 

・台湾高雄博愛ロータリークラブとの姉妹クラブ締結事業 

があります。先日顔合わせで台湾高雄に行ってまいりま 

した。こちらは後ほど酒井幹事より詳しくお話頂きます 

が、その際は千葉西ロータリークラブの皆様、特に藤崎 

会長エレクトには大変お世話になりました。ありがとうござ 

いました。 

今年度も、親睦・奉仕活動を柱として、新たな試みの 

国際交流をしていきつつ、クラブの 5 年後・10 年後を見

据えた未来の千葉南クラブを担って頂ける人材を発掘し

ていけるような会員増強をしていこうと思います。そのた

めの、会員増強特別例会の開催も企画しております。是

非成功させて、5名の純増を目指します。 

最後になりましたが、これらのことを実行する為には皆

様全員のお力添えがないと達成することが出来ませんの

で、是非、ご協力を賜りたいと思います。精一杯努力をし

て参りますので、どうぞ皆様一年間宜しくお願い致しま

す。有難うございました。 

 

 

 

第２６８４回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ ２０１９年７月１２日(金) 点鐘１２：３０ 

第２６８５回例会 

≪納涼懇親夜例会≫ 

日 時⇒ ２０１９年７月２６日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オーシャンテーブル「ゲストハウス」 

 


