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２０２０-２１年度 

第２７３９回 
２０２１年６月４日（金）点鐘１２時３０分 （小雨） 

◆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                 

◇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 

 次年度ガバナー補佐  中島 東一様 

◇四街道ロータリークラブ 山本 克己様 

◇ビィー・トランセホールディングス株式会社  

代表取締役  吉田 平様（吉田裕成会員のご次男） 

◇米山奨学生／ラシライネン，ヴェルナ エリサさん 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長 

吉田さん、卆寿おめでとう 

ございます。 

外立ガバナー補佐、一年

間お疲れ様でございました。

地区の再編問題等では大変

お世話になり、有難うございま

した。中島次年度ガバナー補

佐、次年度、宜しくお願い致し

ます。山本様、ようこそお越し

下さいました。吉田平様、今日はお忙しい中、サプライズ

ゲストとしてお越しいただき、有難うございます。 

理事会報告 

・退会届の件⇒ 大山博大会員、承認される。 

・千葉県いのちの電話協会３０周年記念ふれあいチャリテ

ィーコンサート協賛広告依頼⇒ 協賛決定 2 口 1 万円で

了承される。 

・次々年度ガバナー補佐選出の件 

私が、コーディネーターとして選任にあたり、１８日まで

に決定する。 

・6/18 懇親移動例会は開催であることで決定  

場所は、the Okura Tokyo 

◆ご挨拶                  

第４グループ ガバナー補佐  外立 徹様 

今日は吉田さんの卆寿のお祝と

いうことで大変ラッキーでハッピー

な例会に参加させていただき、有

難うございます。 

 今年度はコロナ禍で例会開催も

ままならない中、地区再編のことで

廻会長には第４グループのリーダ

ーとして矢面にたっていただきまし

た。多々ご苦労があったことと思い

ます。中島次年度ガバナー補佐へも私以上にご支援くださ

いますよう宜しくお願い致します。有難うございました。 

第４グループ次年度ガバナー補佐  中島 東一様 

 次年度ガバナー補佐会議に数

回出席しましたが、その中でもグル

ープ再編問題について話し合われ

ております。７月以降、親クラブで

ある千葉南クラブの皆様の絶大な

るご支援、ご協力を宜しくお願い致

します。 

 そして私も吉田さんのように卆寿

を祝っていただけるように頑張りた

いと思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

ビィー・トランセホールディングス㈱ 

 代表取締役  吉田 平様  

皆様にこのような会を開いてい

ただき感謝しております。有難うご

ざいます。経営者としても人として

も父のことをとても尊敬しておりま

す。 

私は、会社の現状報告と安否

確認のために毎日、父に電話をし

ております。また、父が一番喜ん

でいることは、兄と仲良くやってい

るということです。 

父は、大きな元気な声が出ている間は大丈夫です。 

今は、コロナ禍で大変ですが、復活するまで皆様のご支

援、宜しくお願い致します。 



◆委員会報告                   

＜地区 ＲＬＩ実行委員会 委員 三神 秀樹 会員＞ 

５月３１日（月）に当地区初のズーム（Zoom：会議用アプリ）

を使った「RＬＩパート II」が開催されました。 

「ＲＬＩパート I」は、４月３日（土）に千葉市民会館にて開催

されましたが、緊急事態宣言を受けリアル（real：現実）開催

を断念し、このたびバーチャル（virtual：仮想）開催の運びと

なりました。 

「ＲＬＩパート III」は、６月５日（土）と６月１３日（日）にズー

ムにて開催されます。これまでは朝から夕方までの一日で

実施をしていましたが、今回は二日に分けたかたちになりま

す。 

次年度以降のことは未だわかりませんが、バーチャル開

催には他地区との相互参加もしやすくなる等の長所もあり

ますので、今後その様な機会が増えるのではないかと思い

ます。 皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。 

◆６月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い       

≪誕生日お祝い≫ 

中山繁会員、松田辰夫会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

 畠山明則会員、前島孝夫会員、水野浩利会員 

 河原大輔会員、大山博大会員 

◆出席報告 (会員数４８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              

≪ガバナー補佐・外立 徹様≫ 

今年度一年間、ご支援感謝申し上げます。 

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

６月となりました。２０２０年１月から始まったコロナ禍で、

なにもできない毎日を過ごし、季節だけが進みゆきます。

ただ、何気ない日々の中で楽しみを見つけたいと感じま

す。 

ガバナー補佐・外立様。次年度ガバナー補佐・中島

様、ようこそお越し下さいました。外立様におかれまして

は、一年間お疲れ様でございました。 

中島様におかれましては、大いに手腕を発揮し、ご指

導下さいますよう宜しくお願い致します。そして、本日吉

田会員の卆寿をお祝いする例会です。心からお喜び申

し上げます 

≪伊藤 和夫会員≫ 

皆さんこんにちは！千葉北クラブ・外立さん、ガバナ

ー補佐として大変な一年だったと思います。ロータリーク

ラブ、そして地区の変革も大事ですが、従来通りのロー

タリー精神を貫くことも大切だと思います。ご苦労様でし

た。 

そして、千葉緑クラブの中島さん、お久し振りです。次

年度ガバナー補佐頑張って下さい。応援致します。 

吉田さん、卆寿おめでとうございます。いつまでもお元

気で！ニコニコで！ 

≪石井 慎一会員≫ 

 おめでとうございます！ 

≪小林 透会員≫ 

吉田さん！ これからも勝手に目標にさせていただき

ます。 

≪植松 省自会員・斎藤 昌雄会員≫ 

吉田さん、９０歳おめでとうございます。 

「信じたこの道を私は行くだけ  すべてはこころの 

決めたままに」 マイウェイの歌詞のとおりの９０年だっ

たですね。これまでの人生のストーリーは何度伺っても

感銘を受けます。人生のチャンスを捉える能力、実行す

るパワーに圧倒されます。そして何より吉田さんのお人

柄が信頼や信用を生み、皆さんから愛される所以だと思

います。 

いつも元気で、大きな声と背筋がピンと伸び、生き方

にぶれのない人生の大先輩の９０歳を心からお祝い申し

上げます。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

吉田さん、おめでとうございます！白寿と言わず益々

お元気でご活躍下さい。 

外立ガバナー補佐におかれましては、一年間本当に

ご苦労様でした。前回、お会いした時は顔色も悪くお元

気ではなかった様子でした。今日は、元の外立先輩に

返られており、安心致しました。 

中島次年度ガバナー補佐におかれましては、次年度

宜しくご指導をお願い致します。 

≪杉本 峰康直前会長・酒井 秀大直前幹事≫ 

吉田さん、９０歳・卆寿、おめでとうございます。これか

らもご指導くださいますよう宜しくお願い致します。 

≪出井 清会員≫ 

吉田さん、卆寿おめでとうございます。毎例会後、下の

茶店でコーヒーを飲みながら吉田さんのお話を聞くのが

楽しみです。これからも長寿でおられることをお祈りいた

します。 

外立さん、一年間ご苦労様でした。 

中島さん、これからの一年間宜しくお願い致します。 

≪畠山 明則会員≫ （大枚） 

吉田さん、９０歳のお誕生日おめでとうございます。 

 

出席者数 

３６名 

欠席者数 

１２名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

５名 

５/２１修正出席率 

 ６７．３９ ％ 

千葉ＲＣ 月 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/22・6/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/23・6/30 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 6/24 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 35，000 円 累計 314，000 円 

金の箱  0 円 累計 19，617 円 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

本日の卓話 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

演  題⇒ 「９０歳を迎えて」 

卓話者⇒ 吉田 裕成 会員 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

卓話に入る前に一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

昭和７年２月２８日に生まれ、早生まれですので昭和６

年生まれの方と同級生です。 数えで９０歳です。 

卒寿ということで会員の皆様からお祝いの言葉をかけ

ていただき、感謝、感謝です。 

これからも健康に留意し、白寿まで頑張ってまいりま

すので、皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致しま

す。 

健康のことについて触れたいと思います。 

私の父は９１歳で亡くなりましたが、毎朝５時に起きて

木刀を持って裏山に出かけるのが日課でした。これを見

ていて散歩をすることが健康第一と考え、昭和４０年１０

月、私が３３歳の時にタクシー会社を設立し、現在の大

宮団地に住むようになり、毎朝、一時間ほど都川周辺を

散歩するようになりました。現在も続けており、５７年間ほ

どになります。 

失敗談をお話しします。 

千葉南ロータリークラブに入会させていただいたのは、

１９８８年１０月１４日で５６歳の時でした。 

入会式の時にご挨拶をと言われまして、自分の出身地を

知ってもらうことが一番だと思い、当時の会長さんに私の

出身地の千倉町には素晴らしい「千倉音頭」という唄が

あるので歌っても良いですか？と聞きましたら「ハイ」と言

われましたので歌いました。 

ですが、みなさんからの拍手はなく、逆に怒られてしま

いました。 

これから、その「千倉音頭」を歌ってもいいですか？ 

 

    ハアー ドドン・ドンと打て 黒潮しぶき 波の花咲く 

千倉の海は砂も色々 さらさらさらり 銀のうろこを

小金に変える ソーレ ヨイトコ ヨイトコ 良い千倉     

 

当時の会長から、例会は出席することが義務だと強く

何回も言われました。 現在、通算３０年皆出席です。優

良会員でしょうかねー。 

千葉南ロータリークラブの創立４０周年の際、会長をさ

せていただき、皆様のご協力で当時の知事さんや親交

クラブの東仁川ロータリークラブの皆様をお迎えし、盛大

に終えることが出来ました。 

６０周年水野会長、頑張ってください！ 

私の好きな言葉は、「一期一会」です。平常心で人と

の出会いを大切にこれからも生きて行きたいと思いま

す。 

植松省自会員、斎藤昌雄会員、北原俊彦会員、金親博榮

会員、伊藤和夫会員より、吉田裕成会員との想い出を語って

いただきました。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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第２７４０回例 

日 時⇒ ２０２１年６月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『バレーボールチーム千葉 ZELVA 

～スポーツを通じて地域活性化への取り組み～』 

卓話者⇒千葉 ZELVA  代表理事 吉川 明様 

         

 

≪会報担当：五十嵐 博章≫ 

https://japari-library.com/wiki/Carnation_Bouquet
https://japari-library.com/wiki/Carnation_Bouquet
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