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２０１９-２０年度 

第２７１０回 
２０２０年６月２６日（金）点鐘１２時３０分 

◆ロータリーソング『我等の生業』 

◆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  

皆様こんにちは。いよいよ今年度の最終例会を迎える

こととなりました。丁度一年前に凄く晴れ晴れとした顔の

五十嵐パスト会長の挨拶を聞きながら、物凄いプレッシ

ャーに押しつぶされそうになっていたのを思い出します。

あれから一年、長いようで終わってみればあっという間で

した。今年度は新型コロナの影響で 3 か月半にも渡って

例会が出来ないという未曽有の事態に見舞われました。

自粛の影響で経済的な被害に遭われた会員の方も多く

いらっしゃると思います。心よりお見舞いを申し上げま

す。 

さて今年度の行事を少し振り返ってみたいと思いま

す。 

 ７月にオーシャンテーブルのペントハウスで納涼夜例

会を開催いたしました。海の見える素晴らしい場所でプ

ールもあり、アトラクションとして皆様で踊ったタヒチアン

ダンスと河原副幹事と今井会員の遊泳もありました。親

睦活動委員会の皆様本当に有難うございました。 

そして8月の 17・18・19日に酒井幹事と五十嵐直前幹

事と大連へ行き、９月の本番前に愛納障碍者施設での

支援事業の事前打ち合わせを、劉会員・学友会そして

施設の方々と行ってまいりました。 

8 月 23 日は残念ながら退会された清水会員と水野親

睦活動委員長と親睦活動委員のご尽力でマリンスタジア

ムでの野球観戦例会を行いました。このイベントだけは

またやりたいと仰ってました。 

 

そして翌週の 8 月 29・30・31 日には一大イベント、高

雄博愛 RC の皆様の歓迎夜例会が開催されました。前

回６月に台湾高雄での初顔合わせを行い、次回は千葉

へお越し頂こうということで、水野委員長はじめ親睦活動

委員会の皆様を中心に、成田空港へ出迎え、お見送り、

房総への日帰り旅行、藤井会員にご尽力いただいた西

竹での懇親会等に多くの会員の皆様にご参加頂きまし

て本当にありがとうございました。また米山奨学生のノミ

ンさんには通訳として大活躍して頂きました。この時の成

功が姉妹クラブの締結へ大きく前進したことは間違いあ

りません。本当に感謝いたします。 

そして９月に、15・16・17 日に中国の大連で愛納障碍

者施設の支援活動に、酒井幹事、廻会長エレクト、金親

会員、竹尾会員、吉田会員、早野会員と劉会員、私で

参加して参りました。斎藤会員、大塚会員は台風被害の

影響で残念ながらキャンセルとなりました。これは地区補

助金を活用して、子供たちの就業支援として、パン屋さ

んをオープンさせる為の様々な機械の贈呈と日本で修

業したパン職人の方を雇って、パン作りを子供たちに教

える支援をしました。現地では子供達と一緒にクッキー

を作ったり、工作をしたりと楽しい時間も過ごしました。 

この事業はロータリークラブのない中国でロータリーの

学友会と一緒に活動することに意義があり、五十嵐年度

の 55 周年親睦旅行で初訪問して、今年、そして次年度

以降も継続していく事業となりました。 

10 月には金親会員に毎年ご尽力いただいております、

「国際里山の集い」が開催されました。今回は諸岡ガバ

ナーと漆原ガバナーエレクトも参加頂いて盛大に行われ

ました。事前準備や当日の準備に多くの会員の皆様に

ご尽力頂きました。ありがとうございました。 

11 月は伊勢神宮へ親睦旅行に行きました。行きは豪

華特急の「しまかぜ」に揺られての旅でした。神宮では水

野委員長の計らいで、私も初めての特別参拝が出来る

こととなり、非常に厳かな雰囲気の中で参拝を経験する

ことが出来ました。本当に令和元年に相応しい旅行とな

りました。親睦活動委員の皆様、有難うございました。 

そして 12月になると、毎週イベントでした。 

まず、12月 6日には念願の台湾高雄において高雄博

愛 RC との姉妹クラブ締結式を行いました。総勢 16名ご

参加頂き、この締結式を大いに盛り上げて頂きました。

実はこの締結式に至るまでの半年間は紆余曲折もあり、

大変苦労を致しました。間に大連での事業もありました
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ので、台湾、大連、台湾、大連、台湾とずっと交互に行

事があり、頭を切り替えるのが大変でした。その大変な

準備をずっとこなして頂いていたのが酒井幹事です。本

当に酒井幹事がいなければこの事業は出来ていなかっ

たといっても過言ではありません。酒井幹事、本当に有

難うございました。 

そして翌週、向後会員増強委員長のもと初めての試

みの会員増強オープン例会を開催しました。12 名もの

お客様がお見えになり、その後の懇親会を経て 4名にご

入会頂き、大成功に終わりました。 

そして、年末の大イベントの「うたごえ忘年家族例会」

は、マグナム小林氏のバイオリン漫談、うたごえ喫茶「と

もしび」をそのまま持ってきた、大変素晴らしい企画で大

盛況でした。廻エレクトの発案だと伺っております。 

そして、年が明けて 1 月の懇親夜例会も「紅白歌合戦」

という初めての催しで、大変白熱致しました。水野委員

長と親睦活動委員の皆様の素晴らしいアイディアに感動

致しました。有難うございました。 

その後、コロナの影響で水野委員長・藤井支配人・鈴

木プログラム委員長に色々企画して頂いた、オークラ東

京への日帰り親睦旅行や出井国際奉仕委員長にご尽

力頂いたハワイでの世界大会も中止となりました。鈴木

委員長がご尽力された卓話も全てキャンセルとなってし

ましまい、非常に残念でした。 

しかし、今年度は 8 名の入会式を行うことが出来、新

会員も６名増員ということで大変幸せでございました。 

私の今年度のテーマ「会員個々の繋がりを強化する」

と掲げましたが、今日の振り返りをお聞きになってもお分

かりのように、今年度は本当に行事が多く、各委員長・委

員の皆様、そして会員の皆様には様々なご協力を頂き

ました。 

私自身は全く何も出来ない会長でしたが、本当にお

一人お一人の皆様に助けて頂いた結果、全ての事業が

成功に終わったと思います。その結果、会員個々の繋が

りは大いに強化出来たのではないでしょうか。 

最後になりましたが、酒井幹事、一年間本当に有難う

ございました。そして、事務局の太田さん。当クラブは太

田さんが居ないと成り立ちません。本当に色々有難うご

ざいました。また藤井支配人を始め宮本さん、オークラ

千葉ホテルのスタッフの方々にも大変お世話になりまし

た。有難うございました。 

 会員の皆様に感謝を申し上げて会長挨拶とさせて頂き

ます。一年間本当にありがとうございました。 

 

◆地区より感謝状伝達               

2019-20地区社会奉仕委員会委員長 三神秀樹会員 

◆地区より委嘱状伝達               

2020-21地区社会奉仕委員会 委員 杉本峰康会員 

2020-21地区フェローシップ・親睦活動委員会 委員 

 岡田敦志会員 

2020-21地区ロータリー米山奨学委員会委員 

劉亜斌 会員 

◆幹事挨拶           酒井 秀大幹事 

１年間、会員の皆様のご支援をいただきまして、杉本

会長とまさにタッグを組み、また、事務局太田さんからも

いつも助けてもらいながら、なんとか、１年の職務を果た

すことができました。 

年度後半は、コロナで例会が開催できない、日帰り旅

行も中止になる、ハワイ国際大会が中止になるなど、クラ

ブも、皆さまの生活、仕事も、大変な時期となってしまい

ましたが、年度前半においては、杉本会長もおっしゃっ

ていたとおり、さまざまな活動をすることができました。台

湾との姉妹クラブ、大連への訪問・支援、伊勢神宮参拝

など、とても充実した活動をさせていただきました。歌合

戦、うたごえ喫茶等々、今ではコロナ感染でできないこと

ができました。 

会長のお力もあり、新入会員純増４名ということで、大

変な成果を上げて、会長は本当に真剣にクラブの為に

尽くされたと思います。 

各委員長様、会員の皆さま、台湾との姉妹クラブ締結

などでは、本当にご尽力をいただき、姉妹クラブ締結に

向けたイベントを成功させることができました。 

皆様のために、クラブを良くしていくという気持ちで活

動してきましたが、しかしながら、ふたをあけてみれば、と

ても忙しい中において、自分自身も、とても得難い経験

と様々な人との出会いをすることができました。 

私が、この幹事という役をさせていただかなければ、

台湾の皆さん、大連の方々、他クラブの幹事の方等、出

会うことはなかったです。ロータリーは人と出会う機会を

作ってくれる、そして、活動を通じて、当クラブの会員と

の結束が深まっていく、ということを深く実感しました。 

コロナが拡がるという状況のなかで、人と人の縁が切

れる、会議はズームになる、映像でのつながりが増える

中で、リアルなつながりの大切さ、貴重さを実感しており

ます。 

１年間、至らぬ点も多々あったと思いますが、なんとか、

幹事の任を務めさせていただきました。 

まだ、消化不良な感じもあり、本当に、今日で終わるのか、

実感はあまりないところですが、台湾も、大連も、国内で

の社会奉仕、会員親睦、今後もこれらを充実させていき

たいと思います。来月からは、１会員として、廻会長、河

原幹事を、全力で、支えさせていただきたいと思います。

本当に、１年間、ありがとうございました。 

 

◆委員会報告                   

出席委員会 （五十嵐博章副委員長） 

2019-20上期皆出席賞（１８名） 

 

五十嵐博章、伊藤和夫、石井慎一、今井太志、大塚裕正 

岡野裕樹、金親博榮、北原俊彦、斎藤昌雄、酒井秀大 

塩谷邦昭、杉本峰康、竹尾 白、松丸隆一、水野浩利 

三神秀樹、廻辰一郎、吉田裕成 （敬称略） 

 

 



・・・・・ 一年を振り返って、下記各委員会委員長から、

一言ずつお言葉をいただきました。 ・・・・・・ 

①プログラム委員会      鈴木美津江委員長 

②会報委員会         石井慎一委員長 

③親睦活動委員会       水野浩利委員長 

④クラブ研修委員会      五十嵐博章委員長 

⑤ＳＡＡ           斎藤昌雄ＳＡＡ 

⑥会員増強・退会防止委員会  向後保雄委員長 

⑦国際奉仕委員会       出井清委員長 
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◆出席報告 (会員数５１名)              

 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪杉本 峰康会長・酒井 秀大幹事≫ 

 お蔭さまをもちまして、本日が我々最後の例会となりま

した。皆様のご支援、ご協力、誠に有難うございました。 

梅雨真っただ中、私たちは快晴気分です。 

元気いっぱいの廻新会長と河原新幹事のご健闘を祈念

致します。 

≪五十嵐 博章会員≫ 

先週、久しぶりの例会でしたが、欠席してしまいました。

今日は皆さんに久しぶりに会えて嬉しいです。今年度最

後の例会を迎えることが出来て感慨深いものがあります。

杉本会長、酒井幹事、大変お疲れ様でした 

≪吉田 裕成会員・植松 省自会員・斎藤 昌雄会員≫ 

杉本会長、酒井幹事、一年間ご苦労様でした。後半

は、コロナウィルスの関係で長期の休会となってしまいま

したが、台湾の高雄博愛ロータリークラブとの姉妹締結、

ロータリークラブとして初めての試みであった中国の大

連在中の元米山奨学生と一緒に地区補助金を活用して

の地元障碍者施設への支援・プロジェクト成功など充実

した一年だったと思います。 

各行事において会員間の親睦が図られ、素晴らしい

杉本・酒井年度でした。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

 こんにちは！今年度プログラム委員会にご協力賜り、

有難うございました。感謝です。 

 杉本会長、酒井幹事、ご苦労様でした。 

≪出井 清会員≫ 

最終例会となりました。杉本会長、酒井幹事、一年間ご

苦労様でした。後半、コロナで物足りない思いもあったで

しょうが、良い経験になられたと思います。これからも千

葉南クラブを盛り上げて下さい。 

≪藤井 良成会員≫ 

いよいよ、ビールの季節になりました。毎週、金・土で

ビアレストランがスタートします。お楽しみください！ 

≪水野 浩利会員≫ 

 今年度、親睦活動委員会にご協力下さり、有難うござ

いました。 

 この度、千葉市トラック協会の副支部長を拝命致しまし

た。今後とも業界のために頑張りますのでご指導下さい

ますよう、宜しくお願い致します。 

 

 

※金の箱 6/26分 2,262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） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

        ≪ 会長・幹事バッヂ交換 ≫ 

 

                    杉本会長から 

                          廻会長エレクトへ 

                        会長バッヂが 

                          手渡されました。 

 

 

 

  酒井幹事から 

   河原副幹事へ 

幹事バッヂが   

手渡されました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

会報担当：石井 慎一 

出席者数 

０３５名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ０名 

6/26出席率 

７０．８３ ％ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 46,000円 累計 288,399円 

金の箱 円 累計 8,234円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 


