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２０２０-２１年度 

第２７１１回 
２０２０年７月３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                 

◇国際ロータリー第２７９０地区 

第４グループガバナー補佐     外立 徹様 

第４グループ直前ガバナー補佐  時田清次様 

◇市原中央ロータリークラブ 

 直前会長  宮寺 仁様、直前幹事 田島 修様 

◇米山奨学生／ 黄 思涵さん 

 

◆乾杯          杉本 峰康直前会長           

皆様こんにちは。 

僭越ではございますが、乾杯

のご挨拶をさせていただきま

す。 

外立ガバナー補佐、今日はよ

うこそお越し下さいました。今後

一年間よろしくお願いいたしま

す。時田直前ガバナー補佐、市

原中央ロータリー宮寺直前会長、

田島直前幹事、本当に一年間ありがとうございました。

公私共々、いろいろ遊んでいただいたり勉強させていた

だいたり、本当に楽しい一年間でした。ありがとうござい

ました。 

廻新会長と河原新幹事のご就任のお祝いと今後一年

間のご健闘、そしてご列席に皆様のご健勝を祈念いたし

まして、完売したいと思います。それでは、心の中でご唱

和ください。 乾杯！ 

 

 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

≪新旧、理事・委員長会議報告≫ 

１.２０１９-２０年度本会計決算報告  承認 

２.２０１９-２０年度ニコニコボックス会計報告及び予算の件 

                               承認 

３.２０２０-２１年度本会計予算の件  承認 

４.   〃     委員会構成の件  承認 

５.   〃     行事予定の件   承認 

６.会員増強パンフレット作成の件 

７.クラブ活動計画書作成の件 

 

◆ご挨拶                     

★第４グループ直前ガバナー補佐  時田清次様 

皆様こんにちは。市原中央ロー

タリークラブ直前ガバナー補佐時

田です。よろしくお願いいたしま

す。直前ガバナー補佐なので外

立より先に 話してはいけないと

は思うのですが、お許しください。

できれば６月にガバナー補佐の

時に来たかったのですが、コロナ

の状態で来られませんでした。今日、例会があるというこ

とで来ました。直前ということですので、今日の役割とし

ては杉本会長と酒井幹事にいろいろ大変な思いをして

いただいてよくやっていただいたので、お礼が一番の目

的です。どうも有難うございました。 

先ほど杉本さんからお話があったように、良い友人とし

てこれから付き合っていこうという話で、幹事会について

もゴルフをやったり、会長会についても今後食事会をや

って、親睦になるのですけど、第４グループの中で良い

関係を維持していきたいと思っています。 

今日は、杉本さんと酒井さんへのお礼と、廻さんと河

原さんに一年間頑張ってほしいというエールを込めて応

援に来ました。一年間頑張ってください。 

どうも有難うございました。 

 

★第４グループガバナー補佐   外立 徹様 

皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました千葉

北ロータリーの外立でございます。今年度ガバナー補佐

の任に就くことになりました。よろしくお願いいたします。 



今日は、廻会長、河原幹事さん

の今年度のスタート例会ということ

でお邪魔させていただきました。杉

本前年度会長さん、酒井幹事さん

お疲れ様でした。例年ですと今日

は、近隣の各クラブの方々がゲスト

としていっぱい来られて非常に華

やいだ例会であるのが通例でしたけれど、こういうご時世

といいますか、コロナの感染のリスクの中では各クラブの

皆さん自粛しようという申し合わせがあります。それでこう

いう例会になったのは致し方ないのかなと思っておりま

す。 

実は、私がいろいろ各クラブを訪問するスケジュール

もきちっともう決まっておるのですけれど、こういうご時世

で、今日も東京は１００人以上の感染者が出ているという

ことで、ひょっとしたらまた緊急事態宣言が出るやもしれ

ません。そうしますと、やはりまた３ヶ月４ヶ月行動を制約

されてやりたいこともできないというふうになると、何をし

たら良いかと常々私も３、４ヶ月考えていたのですが、や

はり漆原ガバナーはこうおっしゃっています。奉仕の理

念の実践ということを言っておられるんです。易しく奉仕

の思念を説明しておられますけれどよく分からないという

かたが多いです。奉仕の理念とはなんぞや。それは１００

年前にロータリーの先人たちが決めているわけです。ロ

ータリーの奉仕とは何だと、原理原則を謳っています。 

１００年前に決めてあるわけです。それを今非常にグラつ

いていろいろな方向に走っているということがあるので、

こういう年はひとつじっくりと奉仕の理念を研究して、そ

れをもう一回軌道修正していくことも非常に大切ではな

いかなと思います。  

今日は非常に貴重な例会で時間もあまりないことです

ので、もっと詳しいお話はまたの機会にお話ししたいと

思いますけれど、いずれにせよ、この第４グループの活

動、発展のために私も微力ですが一助になれればと頑

張っていきたいと思います。まずは廻会長、河原幹事の

１年が大過なく無事終了できますことをお祈り申し上げ

て簡単ですがご挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいます。 

 

◆米山奨学生紹介                  

★米山記念奨学委員会  向後保雄委員長より紹介 

今日は新たに奨学生になります黄思涵さんをご紹介

させていただきます。出身は中国の四川省、一番パンダ

がたくさんいる四川省だということで中国の真ん中あたり

ということで一年間よろしくお願い申し上げます。 

★黄 思涵（コウ シカン）さん 

皆さんこんにちは。 初

めまして、私は中国の四

川省から参りました。今年

はロータリーの奨学生に

なってとても嬉しいです。  

今は麗澤大学大学院日

本語教育研究科で研究し

ております。修士２年生です。研究のテーマは「日本語

の条件表現」について、中国人の学習者としての研究で

す。どうぞよろしくお願いします。 

 

◆幹事報告           河原 大輔幹事 

来週７月１０日はクラブ協議会がありますので、新しい

委員長の皆様は、活動方針と活動計画の発表をよろしく

お願いいたします。それとＲＬＩからパート２の開催の案内

が来ております。パート１を終了されたかたはもとより、パ

ート２からでも参加することが可能なようですので、参加

希望の方は是非とも参加していただきたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆出席報告 (会員数５１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。 

 

 

◆７月度誕生日・結婚記念日お祝い         

≪誕生日お祝い≫ 

五十嵐博章会員、藤井良成会員、土屋文武会員 

前島孝夫会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

今月は該当者はおられません。 

◆ニコニコボックス報告              

≪第４グループガバナー補佐 外立 徹様≫ 

今年度よろしくお願い致します。 

 

≪第４グループ直前ガバナー補佐 時田 清次様≫ 

 一年間、有難うございました。 

 

≪市原中央ロータリークラブ 直前会長 宮寺 仁様、

直前幹事 田島 修様 ≫ 

旧年度、第４グループの一クラブとして、千葉南ＲＣ様

にはまことにお世話になりました。 

 

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

７月になりました。本日は外立ガバナー補佐をお迎え

しての第一例会です。外立ガバナー補佐におかれまし

出席者数 

３５名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ５名 

６/１９ 修正出席率 

７２．９２ ％ 

千葉ＲＣ 月  三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火  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  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  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 



ては、一年間、ご指導のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

時田直前ガバナー補佐、一年間大変お世話になりま

してありがとうございました。市原中央ロータリークラブ・

宮寺直前会長、田島直前幹事さん、お疲れさまでした。 

２０１９年１２月に中国武漢で発生した新型コロナが世

界中にひろがり、我が国も、仕事や家庭で新しい生活様

式に適応することを求められています。当クラブについ

ても、大事なことを継承しつつ、必要なことには、きちんと

対応して、最後までクラブ運営に励んでまいります。 

皆様のご協力、ご支援、何卒宜しくお願い致します。 

≪杉本 峰康会員・酒井 秀大会員≫ 

 廻会長、酒井幹事、ご就任おめでとうございます。一年

間コロナに負けずに頑張って下さい。一会員として、全

力でお支えして行きたいと思います。 

≪五十嵐 博章会員≫ 

 今年度、米山奨学生のカウンセラーを仰せつかってお

ります。今日初めて、皆様にご紹介されました黄 思涵

（こうしかん）さんを宜しくお願い致します。ニックネーム

は、“ミカンちゃん” だそうです。 

可愛らしいみかんちゃんを温かく見守って下さい。 

≪金親 博榮会員≫ 

 今日の食事は特別でしたね。藤井さん、ありがとう。 

新役員の方々、頑張って下さい。 

≪向後 保雄会員≫ 

 本年度、米山記念奨学委員長を仰せつかりました向後

です。竹尾前委員長を見習って務めて参ります。黄 思

涵さんを宜しくお願いします。 

≪斎藤 昌雄会員・藤波 勇一会員・植松 省自会員≫ 

ニコニコ募集の信アイデアを記念して。 

≪出井 清会員≫ 

 廻・河原丸の出航をお祝い致します。 一年間、思い

っきりやって下さい。期待しています。 

≪山﨑 清美会員≫ 

 新会員の山﨑です。先々週の入会式ならびに結婚記

念日のお祝い、誠に有難うございました。 

≪吉田 裕成会員・植松 省自会員・斎藤 昌雄会員≫ 

 フレー！ フレー！ メグリ！！ 

 フレー！ フレー！ カワハラ！！ 

期待してまーす！ 頑張って下さい！！ 

≪今井 太志会員≫ 

 本年度、親睦活動委員長として頑張ってまいります。

皆様、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

本日の卓話 
 

演題⇒『会長挨拶』 

 廻 辰一郎会長 

 

 

 

 

この度、千葉南ロータリーク

ラブ第 57 代会長を務めること

となりました廻辰一郎でござ

います。創立 57 年という伝統

ある千葉南ロータリークラブの

会長として、その責任の重さ

に身の引き締まる思いです。

皆様お一人お一人の力をお

借りして精一杯務めてまいりたいと存じますので 1年間ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

さきほど、今年度の国際ロータリー会長（ホルガ―・ク

ナーク氏）のスピーチをお聞きいただき

ましたが、今年度の RI テーマは「ロータ

リーは機会の扉を開く（Rotary Opens 

Opportunities）」です。今日から 1 年間

はこちらにありますロゴマークとともに常に掲げてまいりま

す。 

ここで、漆原ガバナーによるこのテーマの解釈をご紹

介いたします。漆原ガバナーは、「扉の向こうには、私達

ロータリアンが自分自身を磨くための新しい環境や学び

の機会があるかもしれない。あるいは、困っている人々の

ために役立つ機会が待っているかもしれない。私達ロー

タリアンは、People of Action（世界を変える行動人）です。

例会をはじめ、クラブ内の活動を通じて培われる親睦と

奉仕の心の形成を基盤に、あらゆる場面で、自分の為に、

また他人の為に、数々の Service へ繋がる扉を、個人で

もクラブ単位でも、どんどん開いていきましょう。そして、

ロータリーに入会するということは、多様で無限の奉仕を

する機会への扉を開くことができるのだ。」というメッセー

ジであると受け止めていらっしゃるとのことです。 

さて、世界中のロータリー会員は、ロータリーの基本理

念の下に結ばれています。全会員の指針となる基本理

念をここでもう一度確認しておきましょう。 

2017 年に新たに採択された、今後の組織の指針とな

るロータリーの新しいビジョン声明は、「私たちロータリア

ンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持

続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合っ

て行動する世界を目指しています。」とうたっています。

そして、このビジョンを達成するために、向こう 5 年間の

活動を方向づける、ＲＩの 4つの戦略的優先事項は、 

1. より大きなインパクトを与える 

2. 参加者の基盤を広げる 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 38,000 円 累計 38,000 円 

金の箱 6/19 分 

      6/29 分 

7/3 分 

2,595 円 

2,262 円 

1,936 円 

 

 

 

 

 

6,793 円 



3. 参加者の積極的なかかわりを促す 

4. 適応力を高める 

の 4 つです。これらは 4 つの行動計画ともいわれている

ものです。 

これらを踏まえたうえでの今年度の地区スローガンは

「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」というもの

です。漆原ガバナーの地区研修協議会でのお話をご紹

介いたします。 

「奉仕の理念、すなわちサーヴィスという考え方、そし

てそれは、RI 事務総長を 32 年間務めたチェスリー・ペリ

ーが易しく解説した『他人を思いやり、他人のためになる

ことをしようという考え方』であります。 

ご周知の通り、RIを構成しているのはクラブです。従っ

て、クラブそしてクラブ会員が主役となるのは当然でござ

います。クラブレベルで、会員の皆様が奉仕の理念を実

践するということは、先に述べた 4 つの優先事項のロー

テーションのスタートなのです。個人でもクラブ単位でも、

私たちの地域や世界での奉仕活動は、周囲により大き

なインパクトを与えます。その結果、賛同し仲間に入りた

いと希望する参加者の基盤が広がります。多様な参加

者のアイデアに丁寧に耳を傾け取り入れることで、その

参加者はやりがいを感じ、さらに積極的にかかわってく

れるでしょう。そしてクラブ内では親睦を育むと共に、研

修を通してクラブの現状やロータリーの過去・現在を学

び、クラブそしてロータリーの将来に備えて柔軟に対応

出来るよう、適応力を高めることが大切です。この 4 つが

繰り返され続けることで、数多くの機会の扉を次々と開い

ていくことが可能となり、結果クラブは質・量ともに向上拡

大するのだと考えます。」というものです。 

さて、現在私たちは、今まで経験したことのない状況

の中に生きております。コロナ禍の中、皆様それぞれが

仕事、生活に制限を強いられ、ロータリーの活動にも

様々な影響を受けている状態です。 

そのタイミングでスタートした今年度ですが、 

「今出来ることを実践し、多様性を尊重した互いに尊

敬しあえる魅力あるクラブを継続しよう」 というテーマで

一年間活動していきたいと思います。 

この一年間会長エレクトとして他のクラブの方々と接す

る機会が多々ございましたが、皆様が必ず言ってくださ

ることは、我が千葉南ロータリークラブの雰囲気の素晴ら

しさについてです。これは、先輩の皆様の努力が積み重

なってできたものであり、我々は胸を張って、その継続に

尽くさなければなりません。 

 そして、昨年度の大きな成果として、「60 周年を 60 名

の会員で」という継続したテーマの下、多くの新しい仲間

を増やすことができました。ロータリーは、「地位、名誉、

経歴、会員歴、年齢、経営規模などによる優劣や上下関

係は全くなく、すべての行動の関係は対等である」という

思想があることを知っています。私自身、新入会員の時

に皆様からかけていただいた暖かい言葉と、向けていた

だいたその笑顔を決して忘れることはありません。その多

様性を尊重し、お互いを尊敬しあえる素晴らしい仲間が

ここに集っています。その魅力を継続する意識を持つこ

とで、さらに新たな仲間を迎え入れることができるものと

信じております。 

コロナ禍の影響で例年通りの活動が難しいかもしれま

せん。しかし、新型コロナウィルス感染予防対策をしっか

りと講じた上で、出来得る活動を積極的に実践していき

ましょう。 

 

今年度の重点方針 

1. 長期戦略計画委員会の設立 

RI と地区からその設立を強く奨励されているもの

です。クラブが将来に「こうありたい」というビジョンを

描き、それに沿った目標と行動計画を立てるのが

「戦略計画」です。クラブの長期的な取り組みであり、

単年度の体制ではその遂行はできないことから、設

立を目指します。 

2. 奉仕プロジェクトの展開 

 国際里山の集いの開催（今年度地区補助金

利用予定） 

 知的障がい者支援施設「ひかり学園」への支

援継続（過年度に韓国姉妹クラブとともにグロ

ーバル補助金利用） 

 NPO 法人「都川の環境を考える会」への支援

継続 

 RYLAセミナーへ会員企業の社員とともに参加 

 中国大連の障がい者施設への奉仕（前年度

地区補助金利用） 

 現地の財団学友 OB のネットワークと協力し

て行うものでありその関係維持を継続したい 

3. ロータリーを理解する研修会、オリエンテーションの

開催 

4. 会員同士の交流を深め、親睦を図る 

5. 姉妹クラブとの友好関係を深める 

 昨年姉妹クラブの締結をした台湾高雄博愛ロータ

リークラブとの交流を深め、将来にグローバル補助

金を活用したプロジェクトを計画したい。来年 6月の

世界大会は台北で開催なので、ともに参加できるこ

とを望みたい。 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

 

 

 

 

★本日のお食事は、オークラさ

んのシェフが「七夕」をイメージして作って下さいました。 

（お星さまがイッパイ散りばめられています。） 

 

 

第２７１２回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ ２０２０年７月１０日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

 

      ≪会報担当：石井 慎一≫ 


