
２００９年１０月第４週号 

第２２４０回 
平成２１年１０月２３日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

＜ＧＳＥチーム来訪例会＞ 

＊ロータリーソング  『それでこそロータリー』 

＊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 

 第６２５０地区ＧＳＥ（ｱﾒﾘｶ・ｳｨｽｺﾝｼﾝ州）チームの皆様  

・ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ／ ペギー・フローラ・ザルチャ 

（Mount HorebＲＣ ﾊﾟｽﾄ会長） 

・ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ／ ミッシェル・スターツ 

          スティーブン・ヒットナー 

          ルディ・モーア 

          エリザベス・ウェウェルカ 

 ・第３分区Ｂガバナー補佐／ 大木 喜彦様 

 ・千葉緑ロータリークラブ／ 会長 松﨑 久夫様 

                   幹事 岩村  衛様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

本日は、千葉県と姉妹都市関係に有るアメリカのウィ

スコンシン州とミネソタ州の一部を含む第６２５０地区のＧ

ＳＥ（研究グループ交換プログラム）来訪メンバーのお客

様をお迎えしております。 

チームリーダーのペギー・ザルチャーさんは、Mount 

Horeb ＲＣのパスト会長で、総勢５名様でございます。 

今日のアメリカからのゲストの皆様は、プロジェクターを

使って、日本語でお話頂けるようですから、少々終わり

が 1 時半を周る事をお許し願っておきます。 

参考までに、来訪チームの人選が直前まで決まりません

でしたが、アメリカのロータリークラブでは、ＧＳＥを毎年、

あるいは年に何回も実施しているようで、直前でも実施

出来るような体制になっているそうで、当地区とは格段の

差が有るようでございます。 

 

当地区では、このＧＳＥの交換プログラムは、当クラブの

関係では、故越部平八郎がチームリーダーで実施した１

９７０年（昭和４５年）にスコットランドと、当地区では１９７２

年（昭和４７年）にカナダへ、最近と言っても１９９５年（平

成７年）に今回のGSEの企画から実施まで担当した地区

のＲ財団委員会の樋渡さんがチームリーダーでウィスコ

ンシン州と実施しております。 

今回は、当地区としても１４年ぶりに、当クラブとしては、

４０年ぶりに金親直前会長がチームリーダーとして参加

しますことは、大変光栄なことでございます。 

 

＊年齢に関係なく、チームリーダーは、地区内のロータリ

ークラブの会員であること。 

＊会員以外のチームメンバーの参加資格は、年齢が２５

歳から４０歳であること。 

＊自身の職業分野で少なくとも２年間の勤務経験がある

こと。 

＊地区内に居住若しくは勤務している事、また国籍があ

ること。 

＊訪問国の言葉がわかること。 

＊親しみやすく、自分の意見を明確に述べ、協調性に

富み、自らの職業に熱意があること。 

と、いうような条件があります。 

本日は、ガバナー補佐の大木様他、関係者の皆様、

大変ご苦労様でございます。 

 

≪ご挨拶≫ 

第３分区Ｂガバナー補佐 大木 喜彦様 

皆さんこんにちは。ＧＳＥは、故越部

ガバナー年度に行い、それ以来１４年

目ぶりということになります。ＧＳＦメン

バーは通常、各ロータリアンの家にホ

ームステイをして、その成果を上げると

いうものですが、当時は、殆どホテル

に宿泊するというものでした。私は、１４年目の今回、ガ

バナー補佐という立場に当たり、色々と協力をしてまいり

ました。ＧＳＥチームが１０月１６日に日本へ来て、成田エ

リアで４日間、そして今回、第３分区Ｂの担当、明日は、

第３分区Ａの担当です。メンバーの皆さんは、三井ガー
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デンホテルへ宿泊し、地区大会へ参加します。アメリカ

へ帰国するのは、１１月１２日となっております。 

今日の午後は、市原市の保育園と老人ホームを見学

します。皆さんには、ご協力いただきまして、本当に有難

うございます。 

 

≪幹事報告≫           五十嵐 博章幹事 

・次週の例会は、千葉緑ＲＣとの合同夜例会となっており

ます。お間違えのないようにお願い致します。 

・千葉北ＲＣより訃報のご連絡。パスト会長・廣瀬富男会

員(７１歳)が１０月２１日、ご逝去されたとのことです。 

  

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆第３分区Ｂがバナー補佐 大木喜彦様 

Ｇ・Ｓ・Ｅメンバーをよろしくお願いします。 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

ペギーさん、ミッシェルさん、スティーブンさん、ルディ

さん、エリザベスさん、ようこそ我がクラブへお越し下さい

ました。大木様、松﨑様、岩村様、どうぞごゆっくりなさっ

てください。 

☆花澤 衛会員・末吉淳子会員 

私たち二人は、永い間「千葉中央警察官友の会」の

会長、副会長を務めたことにより、県警本部長表彰を受

けました。友の会会員の皆様のご協力を感謝します。 

 

 

≪出席報告 (会員数４４名)≫ 

 

今関  川口  鮫島 欠 野本  

五十嵐  北原  塩谷  花澤  

伊藤  国友  末吉  橋口  

植松  小塚 欠 鈴木・美  畠山 欠 

太田  小林  瀨谷  原田 欠 

大野 欠 向後 欠 竹尾  本田 欠 

小野 欠 澤本  高橋  松尾  

川合  榊原  土屋  丸島  

金親  斎藤・昌 欠 寺澤  水野  

金田  佐久間 欠 出井  野城  

栢木  澤野  中沢  吉田裕 欠 

出席 33 名 欠席 11 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ  8 名 修正出席率   75.61% 

 

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 

＊＊ＧＳＥチーム来訪＊＊ 

 

第６２５０地区ＧＳＥ(Group Study Exchange)チーム 

（アメリカ中西部ウィスコンシン州：千葉県と姉妹州） 

チームリーダー／ペギー・フローラ・ザルチャ氏   

（マウント・ホレブＲＣ パスト会長） 

 

 

 

 

 

 

 ルディ・モーアさん     スティーブン・ヒットナーさん 

 

 

 

 

 

 

 

ミッシェル・スターツさん   エリザベス・ウェウェルカさん 

 

 

 

 

        

        

 

 

 
 

 

 
 

第２２４１回例会 

千葉南ＲＣ・千葉緑ＲＣ合同夜例会 

日時⇒  平成２１年１０月３０日(金)点鐘 18：00 

会場⇒  オークラ千葉ホテル 

 

第２２４２回例会 

日時⇒   平成２１年１１月６日(金)点鐘 12：30 

演題⇒   『首都圏の鉄道交通とベンチャー企業』 

卓話者⇒ 東葉高速鉄道株式会社 

        社長 小澤 慶和様 
 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 12,000 円 累計 320,314 円 

金の箱   250 円 累計 10,457 円 

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 11/17 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 11/4・11・25 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/12 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 11/5・12・26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 
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