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■創 立■ １９６４年３月２日   ■例会日■ 毎・金曜日１２時３０分  ■例会場■ オークラ千葉ホテル 

■会 長■ 大塚 裕正      ■幹 事■ 岡田 敦志        ■会報委員長■ 小林 透 

■事務局■ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

２０２１-２２年度 

第２７６９回 
２０２２年４月８日（金）点鐘１２：３０ （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 

●ロータリー米山記念奨学生／ 

ラシライネン ヴェルナ エリサさん 

◆入会式 

須藤 克哉会員 大和ハウス工業㈱千葉支社 支社長 

（紹介者：大塚裕正会員・水野浩利会員） 

『不慣れではございますが、皆様の温かいご指導を宜

しくお願い致します。皆様と一緒に素晴らしい会にして

いきたいと思います。宜しくお願い致します。』 

 

常世田 正弘会員  (有)クオール 代表取締役 

（紹介者：小林透会員：今井太志会員） 

『ロータリーはわからないことだらけですが、皆様にご

指導いただきながら、会を盛り上げていきたいと思って

おります。宜しくお願い致します。』 

須藤 克哉会員  大塚 裕正会長  常世田 正弘会員 

 

◆会長挨拶及び報告       大塚 裕正会長 

理事会報告 

・入会候補者について 

市川直人氏、俣木洋一氏・・承認される。 

・退会届の件 

高山一佳会員（転勤のため）・・承認される。 

・５/１３（金）クラブ研修会開催の件 

ロータリーについて勉強会を行います。 

・千葉いのちの電話ふれあいチャリティーコンサート 協賛 

・新ホームページの件 

・ガバナー補佐幹事を３名とする。 

◆委員会報告 

クラブ研修委員会より （廻 辰一郎委員長） 

５月１３日（金）１７：００より （於：オークラ千葉ホテル） 

ロータリーの基本を学ぶ勉強会を行います。 

職業奉仕委員会より （伊藤 和夫委員長） 

職場訪問として、６月に山本会員の老人ホームを訪問

することを企画しています。 

米山奨学生カウンセラーより報告 （斎藤昌雄会員） 

コロナで延期されていた「米山奨学生研修旅行」が３

月２５日に実施されました。 

 

◆幹事報告           岡田 敦志幹事 

特にございません。 

◆出席報告 (会員数４４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。 

出席者数 

２９名 

欠席者数 

１５名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

３/25 修正出席率 

休会のため次回 

千葉ＲＣ 月 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 4/19・4/26 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 4/19 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 4/20・4/27 オークラ千葉ホテル 

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 



◆４月度誕生日・結婚記念日お祝い 

【誕生日お祝い】 

大塚裕正会員    

【結婚記念日お祝い】 

髙橋豊会員、大塚裕正会員、松丸隆一会員 

 

◆ニコニコボックス報告 

●大塚 裕正会長、岡田 敦志幹事 

先日のお花見例会お疲れ様でした。久しぶりの移動

例会で参加していただいた皆様の笑顔と咲き誇る桜の

花を見ながら、改めて千葉南ロータリークラブの団結を

感じることが出来ました。本年度も残り 3 カ月となりました

が、まだまだ散ることなく頑張って参ります。 

皆様のご協力をお願い致します。 

●大塚 裕正会員 

４月１日は少し寒かったですが、楽しい花見例会を過

ごすことが出来ました。又、当社の敷地を使っていただき、

有難うございました。今後も楽しい会の増えることを望ん

でいます。 

●鈴木 美津江会員 

お花見例会、寒かったですけど、楽しかったです。弊

社料理をご利用くださり有難うございました。 

お手伝いいただきました皆様、有難うございました。 

●末吉 弥和会員・鈴木 美津江会員 

ホワイトデーに素敵なハンカチをお返しにいただきま

した。皆様のお気持ちに感謝いたします。 

有難うございました。 

●出井 清会員 

先週の桜花見例会、充分に楽しませていただきました。

準備をされた親睦活動委員の皆さん、有難うございまし

た。 

P.S. 水野さん、商工会議所の冊子を読みましたよ。 

良い写真に仕上がってましたよ！ これからも千葉のた

めに大いに活躍してください。 

●水野 浩利会員 

千葉商工会議所で発刊している「夢シティちば」の経

営談話室というページで当社を取り上げていただきまし

た。３ページにわたり掲載されておりますので是非ご覧

下さい。 

●親睦活動委員会・杉本 峰康委員長 

先日の花見移動例会へ多くの皆様のご参加をいただ

きまして有難うございました。千葉城～都川～千葉市平

和公園の桜を見て大塚会長の別邸にてバーベキューで

盛り上がりました。久しぶりに皆で集まっての移動例会で

したので、非常に楽しい会となりました。 

皆様のご協力に感謝いたします。特に会場の提供を

いただいた大塚会長、食材の提供と前乗りしていただい

た鈴木会員、バーベキューの準備のため、桜を見ずに

お手伝いいただいた酒井会員、山本会員、戸井田会員、

畑江会員、本当に有難うございました。 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

本日の卓話 

水野 浩利会員 

― 国際ロータリー第２７９０地区 

2021-22年度月信委員会出向について ― 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

国際ロータリー第２７９０

地区 月信委員会に出向

させていただいております

水野です。出向報告をさ

せていただきます。 

今回初めて地区に出向

させていただきましたので

地区に関して右も左も分

かりませんでした。 

まず初めに、ガバナー

事務所の場所の確認から始まりました。場所は千葉公園

の反対側あたりにあるアパートの２階になります。事務所

には３名の事務員さんがいらっしゃいました。 

まず、私の配属委員会である月信委員会とは何をして

いる委員会なのかというと、毎月地区で発行している冊

子「月信」の編集、発行をする委員会です。冊子を作成

するのには時間がかかりますので、委員会は昨年の 4月

からスタートしました。最初の委員会の時に言われた言

葉で、「この委員会は、一番早く始まって一番最後まで

やる委員会なんだよ」と話があり、安易な気持ちで出向し

た私は、とても嬉しかった事を覚えています。 

委員会のメンバーは委員長１名、委員が５名の総勢６

名で構成されています。そして委員の内の２名は次年度

ガバナー輩出クラブより出向され、次年度の編集作業が

スムーズにいくようになっています。 

委員会の目標はメンバーに読んでもらえる内容にする

ということです。皆さんは、月信を毎月ご覧になっている

とは思いますが、冊子全体のどの位読まれていますか？ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 16,000 円 累計 240,800 円 

金の箱  372 円 累計 10,182 円 



私はパラパラっと各テーマごとの見出し・写真・寄付

者・新ロータリアン・各クラブの出席会員数報告位でした。

そんな私がこの委員会でいいのだろうかと思いました。 

 

下記内容の発行に関してのデジタル化です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文章は、昨年の 7月今年度の月信が始まってから

何度か掲載されているものです。環境の保全の取り組み

の一環としての試みを実施しています。 

またデジタル化することによるメリットとしては、印刷・

発送などの手間がかからない為、締め切りをギリギリまで

待つことが出来、最新の内容を伝えることが出来ます。

書面にする必要がないので文章の文字数、レイアウトに

こだわる必要がなく作成が出来るなどです。 

下期よりデジタル配信に移行する予定ではありました

が、印刷物は20名以下のクラブには5部、それ以上のク

ラブには 10部の発送をかけています。メールを登録され

ているメンバーのメールボックスには、「ロータリーの友」

は入っていますが、「月信」は、1 月から入っていないと

思います。 

この試みに関しては、次年度以降に継続され完全デ

ジタル化になるようにと活動しています。そして、デジタ

ルはあまり得意ではないという方には、事務局の方には

お手数をお掛けしますが、コピーをして配布をお願いす

る形となります。 

続いて作成方法ですが、編集に関しては委員会のメ

ンバーが年間のスケジュールを決めた表に基づき原稿

依頼をします。 

各月の内容は、ロータリーのテーマに基づいた内容

が中心となっています。テーマに関しては、当クラブのク

ラブ活動計画書Ｐ.１６の年間予定表にも書いてあります。 

原稿に関しては、文字数・依頼日・入稿締切・入稿状況・

写真等と整理をして、入稿確認をしていきます。 

そして、投稿していただいたものを仮の状態で作成し、

その仮の文章を委員会メンバーで読み合わせを行いま

す。文章の修正をおこない、その後、今現在は紙にて作

成しますので、ページのレイアウトを行って終了となりま

す。 

以上となります。ご清聴ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生／ラシライネン ヴェルナ エリサさん 

今年度も宜し

くお願い致しま

す。 

3/25に米山

奨学生研修旅

行に参加させ

ていただきまし

た。 

 今まで話せて

いなかったほか

の留学生とも話しをすることが出来て良かったです。 

 

第２７７０回例会 

日 時⇒ ２０２２年４月２２日(金)  

卓 話⇒ 『性の多様性と生活』 

         弁護士  末吉 永久様 

 

≪担当：酒井 秀大会員≫ 


