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２０１９-２０年度 

第２７０９回 
２０２０年６月１９日（金）点鐘１２時３０分 

◆国家『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                 

  本日はいらっしゃいませんでした。 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

皆さんこんにちは。本

当に長い自粛でしたがこ

うして開催できまして嬉し

く思います。今日はまた

待望の入会式も行うこと

ができまして、新たに山

本会員、加藤会員、山﨑

会員、藤波会員、本当に

おめでとうございます。 

今後とも千葉南ロータ

リーを盛り上げていただ

ければと思いますのでよろしくお願いします。 

２月に入会いただいた齋藤会員、戸井田会員、畑江

会員、前島会員の入会式をさせていただいた後すぐ自

粛ということで例会がなくて、せっかくご入会いただきまし

たのにご不便をおかけして申し訳ございませんでした。 

何分このコロナの影響で多数の死者のかたも出てお

られましたので、皆さんの安全を第一に考えて取り消しと

いうことにさせていただきました。実際２月の最初の第一

例会で入会式を終えた後、地区大会があって、その後Ｉ

Ｍがありました。２月はその二つで例会が終わってしまっ

て３月から取り消しということで、３月、４月、５月と６月の１

週、２週ということで３ヶ月半取り消しとなってしまいまし

た。今年度前半、わりと忙しくやらせていただいていたの

ですが後半このような形になりましたので、あまり皆さんと

お会いしないので自分がロータリーだったことも忘れてし

まいそうな感じにちょっとなっておりましたので、せめて 

理事会ぐらいはということで、４月、５月、６月と理事会だ

けは開催させていただきました。自粛期間を終えました

ので今日、このように例会を再開することができました。 

 

と、いいましても私と酒井幹事の年度も気がつけば今

週と来週で終わってしまうということで非常に残念ではあ

りますが、今後は廻会長と河原幹事にお任せをしてまた

一会員として頑張っていこうと思っております。 

来週、会長挨拶がございますので今日はこの辺にさ

せていただいて理事会報告をさせていただければと思

います。 

６月の一週目に理事会を開催しまして、そのときに今

日の例会を再開するかを皆さんにお伺いしましたところ、

全員が再開しようということになりました。 

ホテルの方もこのようにアクリル板を用意していただい

て、あと少しテーブル数を増やして少し間隔を開けてお

食事できるように、また、ロータリーソングは歌わずに音

楽だけ。「４つのテスト」も唱和なし。私は唱和をうっかりし

てしまいましたが、体がつい反応してしまって。今後もそ

ういう形になるかもしれませんけれどもご容赦いただけれ

ばと思います。 

コロナウィルス感染症支援についてという議題が上が

りまして、このご時世ですので何か当クラブとして社会に

役立てることができないかということで、理事会で予算に

ついて話しあった結果、５０万円ほど何かに活用したいと

いうことになりました。いろいろ考えましたが、理事会で

皆さんにご意見をいただいたところ、今年度慌てて使うよ

りは少し要望があったところへいつでもできるように、一

度ニコニコボックスに５０万円を入れまして、廻年度で利

用しようということになりました。 

コロナ関係で、第４グループの市原中央ＲＣさんが中

心となって、地区補助金をグループで活用して何かでき

ないかということで、市原市に４０００枚、千葉市に６０００

枚のマスクを寄贈しました。第４グループとして地区補助

金を申請して、その残りをクラブで負担ということで、１ク

ラブ当たり４万５０００円の負担となりました。５月２０日に

千葉市役所へ４クラブの会長で寄贈して参りました。 

皆さん、フェローシップとＳＡＡのクラブタスキが新しく

なったことを気づかれたかたはいらっしゃいますでしょう

か。前のタスキはあまりにも汚れておりまして、３０年以上
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替えていないということでしたので、今回新調させていた

だきました。フェローシップのタスキが２０本、ＳＡＡが１

本、副ＳＡが７本を購入させていただきましたのでご報告

させていただきます。 

会員増強のパンフレットを作成中です。河原さんが取

りまとめをしていただき、ご苦労いただいておりますので

引き続きよろしく願いいたします。 

今年度１月に会員増強オープン例会というのをやらせ

ていただいて、新規の会員６名、引き継ぎの方が３名で９

名にご入会いただきました。非常に良いスタートだった

のですが、コロナの影響でなかなかお会いできなかった

のですが、是非とも新会員さんにお声がけいただいて皆

さんで仲良くやっていけるようにしたいと思います。 

 

◆入会式                     

山本 康永会員 （㈱七夢 代表取締役） 

（紹介者：水野浩利会員、向後保雄会員） 

株式会社七夢の山本と申しま

す。水野会員と法人会の青年部

の頃からずっとお付き合いさせて

いただいていて、ロータリークラブ

の懇親例会に呼んでいただき、入

会させていただきました。主な事

業は老人ホームをいくつか、他に不動産業と美容業で

す。まだ右も左も分かりませんが、よろしくお願いします。 

 

加藤 隆章会員 （綜合警備保障㈱千葉支社 支社長） 

 （紹介者：北原俊彦会員、塩谷邦昭会員） 

ＡＬＳＯＫの加藤でございます。

前任の池田の交替ということで４

月から千葉の支社長として着任し

ました。柏が自宅とご紹介いただ

きましたが、社宅が千葉市内なも

のですからこちらに住んでおりま

す。池田は柔道でしたが、私は剣

道です。このような会社ですので、

割とこういったことが多いのですがよろしくお願いします。

この３月末までは、東京の本部にいたのですが、その前

は熊本で支社長をしておりまして、そちらの時に初めて

ロータリーに入会させていただき、２年間、熊本北ロータ

リークラブに所属していました。転勤に伴い退会というこ

とで、久しぶりのロータリーの雰囲気を懐かしく思ってお

ります。是非これからもよろしくお願いします。 

 

山﨑 清美会員 （㈱千葉銀行 執行役員・本店営業部長） 

 （紹介者：吉田裕成会員・斎藤昌雄会員） 

千葉銀行の山﨑でございます。

真木の後任で４月に着任しておりま

したが、ご挨拶が今になり申し訳ご

ざいません。自宅は稲毛で、もともと

出身は野田です。１９６４年生まれで、

５５歳になったところです。これまで

支店長、所属長を６カ所くらいやりま

して、ロータリーは実はここが４カ所目でございます。１年

前までは新千葉ロータリークラブに入会させていただい

ておりまして、またロータリーに入会させていただけて大

変嬉しく思っております。今後もよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

藤波 勇一会員 （ダイワロイネットホテル千葉駅前 支配人） 

 （紹介者：塩谷邦昭会員、北原俊彦会員） 

ダイワロイネットホテル千葉駅前

店の藤波と申します。５年前に千

葉駅前にホテルオープンしまして、

最初取締役の細見が、その後に前

任の普天間が入会させていただき

ました。タスキをつなぐ形で私が参

りましたのでどうぞよろしくお願いし

ます。佐倉市出身で、今も佐倉市

に住んでおります。会社に入って約１５年くらいになりま

すけれど、最初は富山に赴任し、続いて伊東、宇都宮、

新宿と異動して参りました。最後にこちら千葉、東京に帰

ってきた感じですけれども、前の会社では海浜幕張のト

ラストで働いていましたので全く縁もゆかりもない、地の

利がないわけではございませんので、是非、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

◆入地区ＲＬＩ推進委員会より伝達         

≪ロータリー・リーダーシップ研究会 パートⅠ修了証書≫ 

岡田 敦志会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     杉本会長↑         ↑ 岡田会員 

 

◆ロータリー日本財団より伝達           

≪ポール・ハリスフェロー寄付記念品≫ 大塚 裕正会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      大塚会員↑       杉本会長↑ 

 



◆ガバナーより、地区大会個人表彰                     

≪ロータリー財団 メジャードナー≫  竹尾 白会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告                            

青少年奉仕・ＲＹＬＡ委員会 （金親博榮委員長） 

ロータリー財団の学友会を次年度７月からのガバナー

年度でもっと活力あるものにしたいということで再編成す

る際の、ロータリー財団学友会幹事を募集します。幹事

になれるのは、ロータリー財団の学友であること（１年な

いし２年の海外留学をしていること）です。日本在住でな

くてもかまいません。私も短期留学の経験があり、学友

会の役員になっているため、推薦依頼がありました。 

皆様が支援された学友のなかから是非推薦をしてい

ただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

◆幹事報告                 酒井 秀大幹事 

皆様とリアルな形で会える

というのはコロナの時代にお

いてすごく貴重なものだなと

感じております。杉本会長と

私の年度が次回６月２６日の

例会で終わりというところで、

次回は通常通りの例会とい

うことになります。そして７月

以降次年度となりますのでよ

ろしくお願いします。 

 

◆ニコニコボックス報告                      

≪杉本 峰康会長・酒井 秀大幹事≫ 

ひと雨ごとに木々の緑が濃くなっていくように思います。

さて、本日は、３か月半ぶりの例会開催となりました。 

マスクで顔が半分隠れているもののお元気そうな皆さん

にお会い出来て嬉しく思います。 

 遅ればせながらの入会式となりましたが、山本会員、加

藤会員、山﨑会員、藤波会員、ロータリーを存分に楽し

んでいただければと思います。 

 

≪植松 省自会員≫ 

 祝！ 例会再開！ 

 

 

≪齋藤 良尭会員≫ 

 祝！再開！！ 

 

≪戸井田 泰明会員≫ 

 皆様にやっとお会い出来るので。 

 

※金の箱 6/１９分２，５９５円は、次年度に合算。 

     （8,234円は、ロータリー日本財団へ送金済のため） 

 

◆出席報告 (会員数５１名)              

 

 

◆３月.４月.５月.６月度誕生日・結婚記念日お祝い  

≪誕生日お祝い≫ 

３月 野本富美子、植松省自、岡野裕樹、花澤衛 

４月 大塚裕正 

５月 水野浩利、塩谷邦昭 

６月 中山繁 

 

≪結婚記念日お祝い≫ 

 ３月 向後保雄、岡野裕樹、吉田裕成、齋藤良尭 

    小林透、鮫島永一 

 ４月 小野成子、早野友宏、高橋豊、大塚裕正 

    松丸隆一 

 ５月 竹尾白、三宅廣、山﨑清美、杉本峰康 

    劉亜斌、末吉淳子、加藤隆章、五十嵐博章 

 ６月 畠山明則、前島孝夫、水野浩利、河原大輔 

    大山博大 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

第２７１０回例会 

日 時⇒ ２０２０年６月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「会長挨拶」 

         杉本 峰康会長 

 

 

      会報担当：石井 慎一 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ １１,000円 累計 242,399円 

金の箱  累計 8,234円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

３７名 

欠席者数 

１４名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

０ 名 

6/19出席率 

７２．９２％ 


