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２０２１-２２年度 

第２７４３回 
２０２１年７月２日（金）点鐘１２時３０分 （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 

●船橋ロータリークラブ／狩野 文夫様  

               （地区ＲＬＩ推進委員会委員長） 

●米山奨学生／ラシライネン，ヴェルナ エリサさん 

◆乾杯 

７月２日誕生日の五十嵐 博章会員の音頭により乾杯！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚会長、岡田幹事、ご就任おめでとうございます！ 

この一年間、宜しくお願い致します。皆様方のご健康と

ご多幸を祈念すると同時に、コロナが一日も早く終息し

て以前のようにロータリー活動が活発となりますように・・ 

●伊藤和夫会員の手作り梅ジュースで乾杯！ 

●江沢一男元会員から届いたメロンをデザートに！ 

◆会長挨拶及び報告       大塚 裕正会長 

理事・委員長会議報告がありました。 

2020-21 年度決算報告、2021-22 年度予算等、承認さ

れました。 

 

◆地区より委嘱状伝達 

地区月信委員会委員  水野浩利会員 

地区広報・公共イメージ向上委員会委員 岡田敦志会員  

 

 

 

 

 

 

 

◆ロータリ米山記念奨学会より記念品伝達 

 

第１０回米山功労者 

（メジャードナー） 

 

 斎藤昌雄会員 

 

 

◆委員会報告 

ＣＳＲゴルフ会優勝  藤波 勇一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幹事報告           岡田 敦志幹事 

次週はガバナー補佐訪問です。クラブ協議会がありま

すので、委員長の皆様、宜しくお願い致します。 

◆７月度誕生祝い・結婚記念日祝い 

≪誕生日お祝い≫ 

五十嵐博章会員、高山一佳会員、土屋文武会員 

前島孝夫会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

該当者なし 



◆ご挨拶           鈴木 美津江会員 

次年度のガバナー補佐を受けること

になりました。 

 ロータリー歴、約２０年、会長は１０年

前に、その後、ボーっと過ごしておりまし

たが、今年は一生懸命勉強して千葉南

クラブに恥じないよう頑張りたいと思います。皆様、どうぞ

宜しくお願い致します。 

◆出席報告 (会員数４５名) 

 

市内クラブの例会変更をご利用の方は、事務局へお問い合わせ

ください。 

◆ニコニコボックス報告 

●大塚裕正会長・岡田敦志幹事 

７月２日、いよいよ新年度の始まりです。千葉南ロータ

リークラブという船が安全に航行できるよう舵取りをして

行きます。会員皆さんのご協力が必要ですので、宜しく

お願い致します。 

ようやく梅雨入りに入り、ジメジメした日々が続きます。

食中毒も多くなります。健康管理に注意して下さい。 

第２７９０地区ＲＬＩ推進委員会委員長・狩野文夫様、よ

うこそお越し下さいました。短い時間ですが、楽しくお過

ごし下さい。 

●金親博榮会員・伊藤和夫会員 

廻直前会長、河原直前幹事、一年間の重責、ご苦労

様でした。最終例会で配布されたＩＭレポートで皆が言

ってきたことが纏められ、これからが変革のスタートとなる

ことを望んでいます。私たちのロータリー歴の中で最も印

象の深い年度でした。 

●金親博榮会員・伊藤和夫会員 

大塚会長、岡田幹事、ご就任おめでとうございます。 

（コロナで）お祝いの席もままならず残念なことです。新し

い地区の幕開けのＫｉｃｋ Ｏｆｆですね。 

●向後保雄会員 

大塚さん、岡田さん、一年間宜しくお願いします。 

●杉本峰康会員 

大塚会長、岡田幹事、ご就任おめでとうございます。 

私、三度目の親睦活動委員長を拝命致しました。二

年間、親睦から遠ざかっていましたので、新人の気持ち

で頑張ります。 

親睦活動委員の皆様、一年間宜しくお願い致します。 

●出井清会員 

大塚・岡田丸の出航おめでとうございます。大塚会長

色を出して、一年間、宜しくお願い致します。 

●畠山明則会員 

先日の例会での卓話におきまして、男子バレーボー

ル「千葉ゼルバ」へのご協賛の申し込みをいただきまし

た皆様、誠にありがとうございました。 

選手たちは、秋のＶリーグ開幕に向けて日々、激しい

練習に取り組んでおります。ご協賛は、まだまだ募集し

ておりますので、温かいお心を何卒宜しくお願い致しま

す。 

●藤波勇一会員 

先月の「ＣＳＲゴルフコンペ」に優勝させていただきまし

た。ハンディとメンバーに恵まれただけですので、次回

は腕を磨いて優勝したいと思います。 

●廻辰一郎会員 

昨年度は、クラブ運営に皆様に大変お世話になりまし

た。ここに改めて感謝を申し上げさせていただきます。 

さて、大塚会長、岡田幹事の新年度が始まりました。

大塚会長におかれては、高い志のある方ですので、より

よいクラブへと導いてくれるでしょう。岡田幹事におかれ

ては、大変まじめで優秀な方ですので、きっと大塚会長

を支えてくれるでしょう。一年間どうぞよろしくお願いしま

す。 

●吉田裕成会員、植松省自会員、斎藤昌雄会員 

大塚会長、岡田幹事、コロナの影響がまだまだ続いて

いる中での新年度になりますが、一年間頑張って下さい。

応援しています。 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話 
 

演 題・・・『会長挨拶』 

        卓話者・・・大塚 裕正会長 

 

 

この度、第５８代会長を務め

ることになりました大塚裕正で

す。今私がここに立っていられ

るのも皆様のおかげです。自分

を成長させてくれたこの千葉南

ロータリークラブ。感謝していま

す。そして、そんなクラブの会

長という大役を務めることになっ

て、うれしさ反面、その責任の

重大さを感じております。１年間、

どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

さて、一昨年からコロナが流

行し、コロナのニュースを聞かない日はありませんね。 

出席者数 

３４名 

欠席者数 

１１名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

２名 

６/１８修正出席率 

  １００  ％ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 30，000円 累計 30，000円 

金の箱  6/25 分 

       7/2分 

140 円 

1，140円 

 

累計 

 

1，280円 



６５歳以上の会員の皆様はワクチン接種しましたか？ 

私は来週２回目の接種を予定しています。おかしなこと

に、ワクチン接種の券が届いたとき、自分が６５歳なんだ

ということに気が付きました。恥ずかしながら、自分はま

だワクチン接種の対象外だと思っていたのです。 

しかし、気持ちはまだまだ現役です。会長という役職

に未だ心躍っております。 

千葉県が誇る偉人である伊能忠敬は、５０歳で測量の

勉強を始め、７１歳になるまで全国を歩き回り全国の地

図を完成させました。 

あの有名画家、葛飾北斎は８９歳まで絵を描き続けて、

全世界の画家に影響を与えています。ゴッホなども葛飾

北斎の真似をしたと言われています。 

世界最高齢の首相として知られるマレーシアのマハテ

ィール首相は昨年度９５歳になるまで首相を務め、現在

も政治家として活躍しております。長く務めただけでなく、

在任中に国内 GDP を大きく成長させたやり手としても有

名です。まさに私が見習うべき大先輩であります。 

これから長く太く続く６５歳からの人生。私は皆様とより

長く太く積み重ねていけたらなと思います。 

では、これからのみなさんの人生とともに太く大きく育

っていく大樹。ロータリークラブの今後について簡単で

はありますが、述べたいと思います。 

2020 年 2 月からコロナが発生し今日まで 56・57 代の

会長幹事は会員の健康を案じつつ例会が休会になるこ

とを大変な思いで決めてきたこと、ご苦労様でした。よう

やくワクチンが普及し始めました。全ての人々に届くには

まだまだ月日が係ると思いますが安全を確認して皆さん

が会えることのできる例会にしていきたいと考えておりま

す。 

※「例会は休会をせずに行うようにしたい」の思いから

インターネットのズームを利用して例会への参加を促し

直接参加＋間接参加の形をとり、例会に出席の出来る

環境を作って行こう。 

※米山・財団への寄付ですが毎回例会に出席をする

たびに受付にある財団と米山のノートにお気付きです

か？会員全員の名前が記載されています。少額を預け

ていく仕組みです。預け金が一定額を超えると寄付とし

て事務局が処理をしているのです。皆さんも一緒になっ

てやりましょう。 

※夜例会・移動例会等は、安全を期してなるべく不特

定多数の方との接触は避けてクラスター等にならないよ

うにする。 

※最後に会員増強が必要である 現在 50名を切る状

況にあります。60 年は 60 名での言葉にするには当然で

すが 100 名ぐらいのクラブにしないと運営をはじめ行動

を起こす際大きな力になりません。多くの仲間を増やす

ことが多くの支援等に繋がっていくのです。多くの仲間を

作りましょう。 

さて、ロータリークラブが永く永く繁栄するようにと長時

間話をしてしまいましたが、最後は長く続いているテレビ

番組の話をして終わりたいと思います。 

それは誰もが知っているアニメのヒーロー、アンパンマ

ンです。先日、ラジオで佐久間レイさんという声優の方の

話を聞きました。バタ子さんというアンパンマンを助ける

役をしている声優さんです。佐久間さんはある日、作者

であるやなせたかしさんに、こう尋ねたそうです。 

「アンパンマンは水に弱いという弱点があるのに、なぜ

いろいろな人に愛されているのですか」と。 

すると、やなせたかしさんはこう言いました。 

「一人だけで飛びぬけて強いヒーローなんて安心できな

いじゃないか。そのヒーローが来ることができなくなったり、

風邪をひいたりしたら終わりじゃないか。アンパンマンは

ピンチになったら、ジャムおじさんが頑張り、チーズが頑

張り、カレーパンマンが頑張ってくれる。みんなでピンチ

を乗り切るんだよ。みんなが頑張って支え合う方がずっと

安心だろ。だから、子供も大人も安心して応援するんだ

よ」 

私は、千葉南ロータリークラブもこうあるべきだと思い

ます。一人一人では解決できない問題も、一人一人で

は助けられない命も、みなさんで支え合って解決してい

こうではありませんか。６５歳？７５歳？８５歳？９５歳？支

え合うことで、まだまだできることは必ずあるはずです。ア

ンパンマンのような千葉南ロータリークラブを目指してい

きましょう。 

色々話しましたが、楽しくない 面白くない クラブだと

人は集まってこないと思います。だから人が寄ってくる、

集まってくるクラブにしたいので、全員が和気あいあいと

楽しめて勉強になる様なクラブに皆で作って行こうと考え

ていますのでよろしくお願いします。 

話はそれますが、私は若いころ登山をしていました。

登った山は、達成感は最高です。 

この経験は今もなお、私の根底に流れている気がしま

す。 

会員皆様と一緒に新たな山を登りたいと思います。み

なで笑って降りてこられるように、会員皆様のご協力が必

要不可欠です。千葉南ロータリークラブがコロナ禍を乗り

越えた新たな時代を迎えるために、今後ともご協力をお

願いいたします。 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

米山奨学生／ラシライネン，ヴェルナエリサさん 

皆さんこんにちは。  

今、大学は期末で忙しい時期で

す。最近、柏市では蔓延防止の

措置が取られていますが、部活

が一年半ぶりに再会され、本来

の留学生生活が少し取り戻せる

のではないかと楽しみにしてい

るところです。 

 

 

第２７４４回例会 

≪ガバナー補佐訪問／クラブ協議会≫ 

日 時⇒ ２０２１年７月９日(金) 点鐘１２：３０ 

 

    ≪会報・写真担当／藤波勇一会員≫ 


