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２０１９-２０年度 

第２６９３回 
２０１９年１０月４日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆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                 

◇川崎南ＲＣ／ 吉留たかし様 

◇ひかり学園／ 園長 武藤 直樹様 

◇米山奨学生／ノミンさん 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

こんにちは。今日は、川崎

南ロータリークラブの吉留様、

ひかり学園の武藤様、米山

奨学生のノミンさんようこそい

らっしゃいました。 

川崎南ロータリークラブ様

より、当地区の今回の台風

被害をご心配頂いて少し支

援をしたいとのことで頂いて

おります。本当にありがとうご

ざいます。 

先ほど、ニコニコボックスでもありましたが、皆さんワー

ルドカップラグビーをご覧になっていますか。以前、ラグ

ビー元日本代表の今泉さんをご紹介いただき、卓話をし

て頂いた時、私もすぐに観戦の予約を取りましてニュー

ジーランドと南アフリカとアイルランド・スコットランドの試

合を見てきました。大変感動して本当に良い試合でした。 

現在、日本が２勝しております。最初にロシアに勝ち先

週、世界２位の競合アイルランドに勝ち、明日、サモアと

対戦です。最後の対戦はスコットランドですが、日本が

決勝トーナメントに行くには、サモアに４トライ以上で、ス

コットランドに引き分け又は負けても行けるようになって

います。それを踏まえて観戦していただければと思って

います。前回大会で南アフリカを破ったときも３勝１敗で

唯一負けたのはスコットランドでした。 

本日の理事会報告をします。大連の障害者支援プロ

ジェクトにおいて 9月 15・16・17日、９名にて大連へ行き 

ました。支援・内容・収支を含めてきちんと報告したいと

思います。予算は６０万円でしたが、レートの関係で少し

浮けば、その分、パン職人の授業代にあてると理事会で

話合われました。 

地区大会決議委員会、委員所属承認の件で諸岡ガ

バナーより今回地区大会決議委員会へ当クラブの金親

会員を委員として出して欲しいと依頼がありました。理事

会で諮りましたら満場一致で承認され金親会員にお願

いすることになりました。 

第４グループ会員名簿申し込みの件、酒井幹事よりご

案内があったと思いますが、第４グループクラブの会員

名簿を作ることは決定しましたが、現在、200 部印刷で１

冊、1,200 円を見込んでいます。当クラブは希望者という

ことで伝えています。クラブによっては全員のところもあり

ますが、その時はご協力お願いいたします。 

台湾高雄博愛ロータリークラブ姉妹クラブ締結の件、

酒井幹事が書類を用意しています。現時点考えられる

高雄博愛ロータリークラブとの交流として１年ごとに相互

訪問、今年当クラブが台湾を訪問したら、次年度はこち

らに訪問していただいたらどうかと検討しています。訪問

は希望者、周年事業は、お互いのクラブで多くの会員が

訪問する努力する。 共同で社会奉仕活動をすると謳っ

ていますが、先ほどの理事会でも意見がありましたが締

結してすぐに活動を開始するのは困難なので最初は交

流を重ねて、徐々に活動開始を検討していく。将来的に

共同でグローバル補助金を活用して事業も考えられま

す。契約は、３年程度をめどに結んでいこうかと検討して

います。費用負担に関しては、例会出席は招待側が負

担、２次会以降は参加メンバーで決めていただき会負担

は、なしとしたいと思います。こちら側の希望としていきた

いと思います。今回の空港へのお迎え、お見送りはクラ

ブ負担にしたいと思っています。クラブとしての交流方

法・ご意見をアンケートにていただきたいと思います。締

結式は、１２月６日になります。高雄博愛ロータリークラブ

１周年記念例会に出席して締結予定です。今後訪問行

程の調整を進めます。 

伊藤会員、今年も美味しいお米をありがとうございま

す。 
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◆ご挨拶     ひかり学園 園長 武藤直樹様 

皆さんこんにちは。日頃より

お世話になっており、有難うご

ざいます。 

 今年も野菜・米のご購入、宜

しくお願い致します。 

 自然薯は、高齢等で今年か

ら作れなくなってしまいました。 

11月 22日（金）にお渡しできればと思っております。 

宜しくお願い致します。 

◆委員会報告                   

<<地区社会奉仕委員会>>  三神秀樹地区委員長 

９月２８日（土）TKP ガーデンシティ千葉に於いて地区

の奉仕プロジェクト推進セミナーを行ないました。未だ台

風１５号の爪痕が残る中の開催となりましたが、セミナー

参加者は約２００名、第１部の主旨は国際奉仕でした。１

０ケ国以上で支援活動をしているNPO法人アジアチャイ

ルドサポートの池間哲郎代表に講演をお願いしました。

タイトル『懸命に生きる人々～日本人こそ学んでほしい

～』アジアの恵まれない子供たちや身体の不自由な

人々の生活について学びました。第２部では、プログラ

ムを変更して台風被災に何ができるかを、実際に被災さ

れた第６グループの方々の生の声をお聞きすることにな

りました。特に被害の大きかった鋸南ロータリークラブ清

水一成会長と三橋美子次年度ガバナー補佐にスライド

を使った報告をしていただきました。今後何を始めるか

を考える一日となりました。 

 

≪親睦活動委員会≫ 水野浩利委員長 

職場訪問及び親睦旅行の出席をとっています。 

１１月１５日（金）・１６日（土）の親睦旅行は伊勢神宮・賢

島です。大勢の皆様のご参加、よろしくお願いします。 

 

◆米山奨学生挨拶    米山奨学生 ノミンさん   

皆様こんにちは、皆さんとお

会いできて喜んでいます。最

近、修士論文の作成をがんば

っていますが、思ったように進

んでいません。毎日、憂鬱でし

たが皆さんの元気な姿をみて

沢山のエネルギーをいただき

ました。これからもよろしくお願いします。 

 

◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

◇次週、１０月１１日(金)は、ガバナー公式訪問です。 

会場：京成ホテル ミラマーレ。 

例会：１２：３０点鐘  

クラブ協議会：１３：４０からです。 

クラブ協議会は、各クラブ委員長が発表です。６名発表

予定です。発表者はよろしくお願いします。 

◆ １０月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い      

≪誕生日祝い≫ 

 出井清会員・稲葉隆文会員 

 

≪結婚記念日≫ 

塩谷邦昭会員・中山繁会員・石井慎一会員 

清水清子会員・出井清会員・三神秀樹会員 

花澤衛会員 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪杉本 峰康会長、酒井 秀大幹事≫ 

今、ラグビーワールドカップで大変盛り上がっておりま

す。先日は、史上最大の番狂わせをやってのけたとイギ

リスの誌上でも報道されておりました。 

勝っても負けても相手チームを褒め称え合う姿に感動

させられました。明日のサモア戦の日本の活躍に期待し

たいと思います。 

 

≪伊藤 和夫会員≫ 

皆さんこんにちは！ 

千葉南ロータリークラブに入会して１１年目です。毎年、

秋の実り、新米の収穫に頑張っています。今年は、台風

１０号、台風１５号による被害があり大変でしたが、何とか

会員の皆様にお届けすることができました。ご家族の皆

様と楽しい食事のひとときをと思います。 

 

 

 

 

◆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。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 106,000 円 

金の箱 150 円 累計 936 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

３１名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

３名 

9/20 修正出席率 

休会の為次回にて 

千葉ＲＣ 月  ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火  ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/24・10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/10・10/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



本日の卓話 
会員卓話⇒高橋 豊会員 

 

 

みなさんこんにちは、

一昨年８月に元会員江

沢さんと伊藤さんの紹介

で入会しました。ちょうど

一年たちました。私は１９

５４年生まれです。今、６

５歳で年金の需給権が

あります。住まいは、千

葉市花見川区です。近く

に花見川区役所がありま

す。「大賀ハス」をご存知ですか東大グランド跡地に２００

０年前の実から発芽したとのことです。大賀一郎先生が

発芽させてそのように呼ばれています。綺麗に咲いて有

名になりました。 

私が生まれた場所は八街町です。新袖ヶ浦カントリー

クラブに近いところです。父はサラリーマン、家は畑をし

ていました。落花生、じゃがいも、にんじんなど作ってい

ました。 昔は、陸稲（おかほ）うちでは作付けして幼いこ

ろは食べていました。麦を混ぜて食べたりもしました。当

時、雲雀のさえずりなど聞いて高いところから地面に降り

るとそこに巣が見つかります。懐かしい感じがします。 

「八街ホコリ」をご存知ですか。砂ホコリで家の中も車も

真っ白になります。まだそういう風景があります。八街は

何で『やっちまった』と言うかご存知ですか。八街はもとも

と沼とか放牧が行われた荒れた大地で開墾が入ったの

が明治維新でこの事業は、生活に苦しむ対策ではじまり、

八街は８番目の開拓地ということで明治５年に八街村が

誕生しました。灌漑農業はダメなところで水路がありませ

んでした。最初の開拓は大変だったと記されていました。

茶畑や蚕など試行錯誤してやってみましたが、その後、

落花生の一大産地として生まれ変わりました。今でも落

花生畑で根が生えて実になりますが、地元では、『ぽっ

ち』と呼ばれています。  

小学校のころは分校でした。１年生から４年生まで分

校通いでした。クラスは２８名でした。田舎で学校の帰り

にクワガタを捕り、秋には松茸ではないですが「ハスたけ」

を取り山に行きました。小さいキノコは、そっとしておいて

後でとりに行きました。蛇が冬眠でトグロを巻いてびっくり

したこともあります。高校は会計事務所に勤めていました。

上司の方が書類を取っていくように言われました。行くと

そこの食堂の事業主に客でないから「のれん」から入る

なと言われたことがあり、印象的な経験でした。その事業

主さん帰り際にラーメンを作って待っていてくれました。

すごく嬉しかったのを覚えています。その所長さんに惹

かれてロータリークラブに入るきっかけで当時は千葉ロ

ーターアクトクラブ（ＲＡＣ）に入ったのですが、当時１９歳

で入ったと記憶しています。２８歳まで在籍しました。オ

ースラリアに行ったり、千葉で「親子三代夏祭り」でチャリ

ティバザーをして障害者施設に寄付したりしました。記憶

に残るのは、千葉南クラブの中村さんで、当時私がＲＡＣ

の会長をしていた頃、韓国のＲＡＣと姉妹提携を結ぶの

に尽力された方です。１９８０年昭和５５年３月２３日に市

内のロータリークラブへメークアップで韓国に行き姉妹締

結をしました。プレゼントでカセットテープを空港関税で

止められたりしました。ロータリークラブに入り、沢山の友

達ができて良かったと思います。当時は、多くのＲＡＣが

ありましたが、今残っているのは舘山くらいです。青少年

がロータリーに入会していただければ良いと思います。

涯友会と言うのがあり年１回集まり昔の話などしています。

今の私の仕事は、会計事務所・情報センター等をしてい

ます。今後、企業の支援もしています。まだ、入会一年、

千葉南ロータリークラブの皆様の力をお借りしたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

ローターアクトクラブ（Rotaract Club）は、 

18歳から 30歳までの青年男女のための、ロータリークラ

ブが提唱する奉仕クラブ。 

ローターアクトクラブは通常、地域社会または大学を基

盤としており、地元のロータリークラブが提唱している。 

ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力の開

発に当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地

域社会における物質的、あるいは社会的なニーズと取り

組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだ

によりよい信頼関係を推進するための機会を提供するこ

とにある。  

ローターアクトの目標は次の通りである。 

（国際ロータリーによる手続き要覧より抜粋）  

１．専門技術及び指導能力を開発すること 

２．他人の権利を尊重する観念を養い、あらゆる有用な職業 

の道徳的水準及び品位を保持し推進すること。 

３．若い人々に地域社会をはじめ世界社会のニーズ及び懸

念事項を提起する機会を提供すること。 

４．提唱ロータリークラブと協力して活動に当たる機会を提供

すること。 

５．ロータリーにおける将来の会員として若い人々の意欲を

喚起すること。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

第２６９４回例会 

≪ガバナー公式訪問 千葉港ＲＣ合同≫ 

日 時⇒ ２０１９年１０月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ 京成ホテル ミラマーレ 

卓 話⇒ 国際ロータリー第２７９０地区 

        ガバナー  諸岡 靖彦様 

 

      会報担当：藤井 良成 
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