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２０２０-２１年度 

第２７１５回 
２０２０年８月７日（金）点鐘１２時３０分 （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                 

◇米山奨学生／ 黄 思涵さん 

 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

◇本日は、理事会がございました

ので理事会報告を致します。 

 

１．マイロータリーの登録について

は、まだクラブとして進んでいない

ので後日、幹事より報告いたしま

す。積極的な登録をお願いしま

す。 

２．行事予定の一部変更、地区大会開催日は地区の状

況によって変わります。6月１８日のこちらの例会場が使

えないため会場変更をします。 

３．国際里山の集いは、１０月に開催予定でしたが、昨今

の事情で延期になりました。（期日は未定） 

４．出席率については、幹事より報告。 

５．ガバナー公式訪問は、千葉緑RCと合同で行います。

９月１８日（金）はガバナー補佐訪問です。１０月９日（金）

は現漆原ガバナーの公式訪問です。 

６．「BAY SIDE JAZZ 2020CHIBA」開催に伴う協賛依

頼について、例年通り一口協力をします。 

７．第２７９０地区グループ再編成について今の進展状

況と参加された理事の意見を頂戴しました。８月２日にグ

ループの代表と地区から諸岡パストガバナー、現漆原ガ

バナーが出席、説明会がありました。当クラブから河原 

 

幹事、大塚会長エレクト、伊藤パスト会長、斎藤パスト会 

長、金親パスト会長（元ガバナー補佐）から頂いた意見

を集約し発表しました。理事会としては、第４グループ全

体で足並みを揃えて共同歩調で引き続き抗議をしていく 

ことで決定しました。千葉南RCは、毅然と紳士的に対応

する方向をとります。この件については、逐次ご報告しま

す。 

◆委嘱状伝達                  

2020-21年度第 2790地区のＲＬＩ実行委員会委員 

 三神 秀樹会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告                   

【親睦活動委員会】  今井 太志委員長 

８月２８日（金）に懇親夜例会を予定しておりましたが、

新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、昼の通常例会に

変更になりました。 

◆幹事報告           河原 大輔幹事  

１．７月３０日に千葉県より自粛要請がありました。今後の

例会及夜例会をどうするか検討した結果、８月は、昼例

会は通常通り開催することに決定。 

８/１４（金）は、定款により休会。 

８/２１（金）は、通常例会。 

８/２８（金）は、通常例会となりました。 

２．「国際里山のつどい」は、１０月４日予定は延期です。 

３．地区大会については、１０月予定が来年５月へ延期。

１０月の昼例会は全て実施。（１０月１６日昼例会実施）。 

４．出席率について、本年度より計算方法変更され年度

内メークアップすべて加味して出席率を確定することに

なりました。コロナの影響で他クラブが休会に関わらず計

算をしなくてはならず、１００％を目指している会員にとっ

ては、残念な結果になるため、２０１９-２０年度の出席率

は、上期（７月～12月）のみで計算することになりました。



今年度も確定は年度終了後で毎月報告は暫定としま

す。 

５．１０/９（金）ガバナー公式訪問、９/１８（金）ガバナー

補佐訪問のときにクラブ協議会を行います。各委員長さ

ん、宜しくお願いします。 

６．第 2790 地区グループ再編成は、グループの活性化

が目的です。だれもこの目的に反対する方はいないと思

いますが、ただ、やり方がまずいのではないか、プロセス

が丁寧でないのではないかとのことです。今後はバラバ

ラになってしまう、第４グループの皆さんと共同で白紙撤

回、折衷案など意見を集約して他クラブとも共同してい

きたいと思います。経過を皆さんとも共有します。 

 

◆８月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い        

≪誕生日お祝い≫ 

松丸隆一会員、山本康永会員、岡田勝利会員 

河原大輔会員、小林 透会員、高橋 豊会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

 山本康永会員、酒井秀大会員 

 

◆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。 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪廻辰一郎会長・河原大輔幹事≫ 

８月になりました。本来であれば、２０２０東京オリンピッ

クは、7/24 に開会し 8/9 に閉会する予定でありました。

新型コロナがなければ５６年ぶりの東京で開催される夏

のオリンピックということで、大変な盛り上がりだったかと

思います。夏本番となります。体に気を付けてください。 

≪植松 省自会員≫ 

松尾会員、タイムリーなテーマの卓話、有難うございま

した。 

齋藤会員、運の良いお話、有難うございました。運が

良いのは、本人の人柄、人徳だと思います。 

今度、ダンスを見せて下さい。 

 

本日の卓話 
 

«新会員卓話»      齋藤 良
よ し

尭
たか

会員 

皆様こんにちは。 

本日は、自己紹介と仕事の

話しをしたいと思います。よろ

しくお願いします。生まれは、

岡山県、岡山市です。１９才

で京都の大学へ５年間大学

生活を優秀過ぎて一年多く

過ごしました。その後、損害

保険会社に就職しました。山

口県、神奈川県、千葉県と転

勤しました。いま独立をして現

在は「株式会社ベターサイト」損害保険会社代理店を

つくり働いています。代理店名の由良宇は、『サイトウ

（齋藤）・ヨシ（良）タカ』から『ベターサイト』になりました。

諸先輩の前で誇れることもないのですが、一つ誇れる

のは、昔から運が良いことです。１９才で大学行きまし

たがかなりチャランポランで高校は中退してバイトしな

がらブラブラ遊んでいた状態でした。親から就職か進

学しなければ勘当と言われ大学進学しました。大学の

予備校に行き仲間とパチンコ屋にいったりして過ごし

ました。その仲間で一人毛色の違う人間がいました。

最初は、皆と遊んだりしていたのが、急に大学への勉

強に夢中になりました。いっしょに大学行こうと誘われ

てそこそこにネームバリューがある大学を探し受験し

た京都産業大学に受かりました。このような状況だっ

たので、就職では、大変苦労しました。空前の売り手

市場に関わらず100社位落とされました。100％受かる

といわれた某家電メーカーにも落ちてしまいました。ど

うしようというときに、受けていなかった当時の損害保

険会社にたまたま応募して最終面接まで役員面接で

面白いと目にとまり、筆記試験に落ちていたにも関わ

らず就職できました。入社してから勉強を沢山しました。

当然ながら良いところではなく田舎へ転勤になり最初

は山口県でしたが母方の祖父が山口県で縁がありま

した。田舎の方は、分業ではなく何でもやらされ、新入

社員でも大きな仕事が出来、一部上場会社、銀行な

どいろいろキャリアを積むことが出来ました。仕事をし

ていくなかでこの業界に考えることがあり恩もあり好き

な仕事で何かしたいと思っていました。関東に出てき

て保険のプロとして下が育っていないと感じました。新

しく代理店を始めようとすると、まず保険会社に入社し

て研修生として経験を積むのですが、保険のイメージ

も悪くノルマがあり９割が３年以内で止めてしまいます。

なかなか人は育っていかない為、育つ環境を作ろうと

思い立ち始めました。無謀だと言われつつ、昔から運

がよく何とかなるだろうと思い始めました。独立後も良

いご縁をいただき、水野さんにご紹介いただき千葉南

出席者数 

２８名 

欠席者数 

２３名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 １名 

修正出席率 

   次回にて 

千葉ＲＣ 月 8/17・8/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/11・8/18 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/11 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 8/12・8/26 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 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 73,000 円 

金の箱  565 円  8,605 円 



ロータリーに入会できました。独立 2年目でロータリー

に入り良くしていただき皆様に感謝していきたいと思

います。実は、父も岡山県のロータリー会員で報告し

たら、自分のことのように喜んでくれました。あまり営業

活動しないようにと言われましたが、損害保険（自動車

保険、火災保険、賠償責任保険、労災補償、賠償責

任保険等）よろしければ一声お掛けください。 

最後に趣味の話をします。大学５年間は、ストリート

ダンスサークルにいました。もう引退していますが、黒

人演歌歌手のジェロのステージを組んだりしていまし

た。もし、カラオケなど誘っていただければ、全力でが

んばります。 

 

«会員卓話» 

 『コロナと闘う』   松尾 博之会員  

 

最近は、新型コロナウィルスの陽性患者が出た、施設

や店舗などの除染・消毒を

行っていて多忙とのこと。社

内でも対策を取りながら仕

事をしているとのこと。その

ほかためになるお話をたくさ

んいただきました。 私たち

もマスク、手洗い、うがい、３

密を避けるなどの対策が必

要だとあらためて感じさせら

れました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

≪米山奨学生／黄 思涵さん≫ 

 

皆さんこんに

ちは。今回２回目

の例会です。 

コロナの影響

で皆様一人ひと

り大変なことがあ

って、たくさんの

活動が出来なく

て残念に思います。 

留学生として、日本で安心して生活ができ、勉強を続け

ることが出来て有難く思います。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

第２７１６回例会 

日 時⇒ ２０２０年８月２１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『コロナ後の経済を生きる』 

       株式会社千葉興業銀行 

       取締役  杉浦 哲郎様 

 

       

≪会報担当：藤井 良成≫ 

 

 

高雄博愛ロータリークラブより、ご挨拶が届いております

のでご紹介いたします。 

 

 

千葉南ロータリークラブ 

 会  長 廻 辰一郎  樣 

 幹  事 河原 大輔  樣 

 及びクラブの皆様 

 

 

廻会長、河原幹事及びクラブの皆様 こんにちは。 

光陰矢の如し、新たなロータリーの年度の始まりと

共に、今年度は私 Strongが高雄博愛ロータリークラ

ブの会長を務め、秘書の Bookerとクラブの皆様と一

緒にロータリー精神を昂揚し、発展します。 

今年は新型コロナウイルス(COVID-19)により、全

世界中のライフスタイルが変更されました。皆様は

お元気でしょうか。 

関連のニュースを見るたびに、皆様のことを気に

かかっています。皆様のご健勝をお祈り申し上げま

す。 

今、台湾の感染制御が良いと思われ、最近はわず

かな感染者数に限られています。唯一大きな変化は、

前は多くの人が海外旅行へ行きますが、今は国内旅

行に変えました。 

早くワクチンと特効薬を開発して、感染拡大を収

束しますように願っております。それによって、皆

様も早く互いに訪問して、親睦を深めます。 

最後に、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ

ます。 

 

 ２０２０年８月７日 

            高雄博愛扶輪社 

            社長 宋 克勤 Strong 

            秘書 林 建成 Booker 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

  注   

 

   ８月２８日（金）第２７１７回の懇親夜例会は、 

 通常例会となりました。 

 

点鐘⇒ １２：３０ 

会場⇒ オークラ千葉ホテル 

 


