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第２２４６回 
平成２１年１２月４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 

  本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／フリーハウジング㈱ 

                代表取締役 新良貴 弘隆様 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

理事・役員会報告 

◇海外の友好（姉妹）クラブについて 

締結時の会員が退会或いは故人となられていますの

で、実質的には機能していません。相手締結先の趣旨

を打診して、双方の意思が一致しましたら締結解消の方

向で進めることを確認致しました。 

◇クラブ・ホームページの再立ち上げの件 

最初の立ち上げ時に無関心を装っていた責任を感ず

る意味も有りまして、今回進めさせていただくことを可決

頂きました。 

◇Ｉ・Ｍ日程・登録料の件 

 ２月３日(水)に開催。当クラブは２月５日の例会を変更

して全員登録とする。登録料は４，０００円。(例会費と予

備費から捻出する。) 

◇３月２６日、花観移動例会について 

いすみ鉄道を利用して、日帰りの花見移動例会を行う

ことを可決いたしました。 

◇ＧＳＥ経費負担金について 

第６２５０地区（ウィスコンシン州）から来訪のＧＳＥチー

ムに分区Ｂで掛かった経費を６クラブで負担することにな

り、均等に当クラブでも\20,000 を負担することを可決了

承されました。 

◇ポリオプラス寄付の件 

ビル・ゲーツ財団の２回目の１億ドルマッチングに対す

る当クラブは、今回は\3,000／1 会員の拠出はクラブの 

特別積立金から拠出と可決致しました。 

◇退会届の件 

澤野修会員の退会届は、後任を推薦していただくこと

を報告して承認頂きました。 

◇新世代・ＲＹＬＡ 

新世代・ＲＹＬＡ委員長を澤野会員の後任として畠山

明則会員を指名致しました。 

◇その他 

☆千葉日報の年賀挨拶公告協賛依頼は了承。 

☆退会防止・新入会員募集の協議を次回理事会から取

り上げることを確認。 

☆ゆめ半島千葉国体に協力依頼に対しては、千葉ＲＣ

の動きを観察して、次回の理事会で討議することを確

認。 

☆ガバナー補佐の任務に対する協力金は合同幹事会

で否決され、クラブの名誉職務であるから、各クラブで対

応することになりましたので、当クラブもその年度で対応

することを確認。 

☆Ｒ日本事務局財団室から 2008-09 年度の$1,000 ドル

以上ポリオの寄付をしたクラブに感謝状。 

☆地区からの来年度のモントリオール国際大会に出席

のご案内。 

☆ひかり学園から「バザー献品」のお礼状が来ていま

す。 

☆Ｒ財団委員の吉田会員から紹介のあったロータリーカ

ードの入会促進キャンペーンが来ていますのでご協力

をお願いいたします。 

第２２４７回例会 

忘年家族例会 

日時⇒   平成２１年１２月１１日(金)点鐘 18：00 

会場⇒   オークラ千葉ホテル 

 

第２２４８回例会 

日時⇒  平成２１年１２月１８日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『政治部記者のウラ話』 

卓話者⇒ 毎日新聞千葉支局 

         支局長 前田 浩智様 

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
       ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 
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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 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  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   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 



≪年次総会≫ 

 

理事・役員 会長 榊原 行夫 

理事・役員 会長エレクト 出井  清 

理事・役員 副会長・クラブ運営・管理委員会 鈴木美津江 

役員 幹事 小林  透 

役員 会計 丸島 新七 

役員  ＳＡＡ 鮫島 永一 

理事 クラブ広報委員会 高橋  朗 

理事 会員増強・拡大委員会 花澤  衛 

理事 職業奉仕委員会 塩谷 邦昭 

理事 奉仕プロジェクト委員会 斎藤 昌雄 

理事 社会奉仕委員会 金親 博榮 

理事 ロータリー財団委員会 竹尾  白 

理事 ＣＬＰ研修リーダー 野城 友三 

理事 2010-2011 ガバナー補佐 水野 謙一 

理事 直前会長 寺澤 一良 

理事 直前幹事 五十嵐博章 

 副幹事 伊藤 和夫 

 監査 大野 良亮 

親睦委員長とプログラム委員長は、理事・役員会に出席

することとする。 

承認される。 

≪幹事報告≫             五十嵐 博章幹 

次週の例会は、忘年家族例会です。 

点鐘⇒ 午後６時  会場⇒ オークラ千葉ホテル 

宜しくお願い致します。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

新良貴様、ようこそいらっしゃいました。卓話を楽しみ

にしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

☆植松 省自会員 

小生の末娘の佑美が１１月２８日のピーナッツボール

にてダンスのショー(ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰ)を開きました。幸いにし

て大成功に終わりました。当クラブからも鈴木さん、野本

さんに見に来ていただきました。有難うございました。 

 

 

 

≪１２月度 会員誕生日祝・結婚記念日祝≫ 

 

誕生日祝い 

８日 斎藤 昌雄会員  １０日 向後 保雄会員 

１６日 大野 良亮会員  ２１日 北原 俊彦会員 

２１日 伊藤 和夫会員 

結婚記念日祝い 

７日 伊藤 和夫会員  １０日 瀨谷 研一会員 

２１日 植松 省自会員 

 

 

≪出席報告 (会員数４３名)≫ 

 

今関  川口  塩谷  花澤  

五十嵐  北原  末吉 欠 橋口  

伊藤  国友  鈴木・美  畠山  

植松  小塚 欠 瀨谷  原田  

太田  小林  竹尾  本田 欠 

大野  向後  高橋  松尾  

小野  澤本  土屋  丸島 欠 

川合  榊原  寺澤  水野 欠 

金親  斎藤・昌 欠 出井 欠 野城  

金田  佐久間  中沢  吉田裕  

栢木  鮫島 欠 野本    

出席 35 名 欠席 8 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ  1 名 修正出席率  78.57%  

 

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 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題…『少年達に教えられて・・・。』 

卓話者…フリーハウジング㈱ 

          代表取締役 新良貴 弘隆様 

 

ボーイスカウトとは、イギリスのロ

バート・ベーデン・パウエル卿が、

退役軍人になりかけた時、少年達

を集めて離れ小島のキャンプで軍

隊ごっこをやり、これが引き金となり、

ボーイスカウト運動が一気に広まっ

たということです。ボーイスカウトは

５つの部門に分かれており、幼年長９月～をビーバース

カウト、小２、９月～をカブスカウト、小５、９月～をボーイ

スカウト、中３、８月～をベンチャースカウト、１８歳以上を

ローバースカウトといいます。一般知識・技能といったも

のがボーイスカウトの少年グループでだんだん大きくな

ってくるとそういった科目が減ってきて、地域社会とか奉

仕とか活躍していく中で、子ども達をいかに育てていくか

というようなことでやっております。我々は四街道第２団

ですが、毎年５月に田植えを行います。大人も子供も泥

んこになってやるのですが、野外活動の基本といいます

か、或いは、ゆくゆくは将来農業を背負って頂きたいとい

う気持ちがあるわけなのです。四街道は、アメリカのリバ

モアと姉妹都市ですので行ったり来たりしております。ま

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 365,314 円 

金の箱   920 円 累計 13,518 円 

千葉ＲＣ 月 12/14・28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/15・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/16・30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/16・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/17・31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/10・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



た、歳末助け合い運動、カヌー訓練、キャン

プファイヤーなどを行っております。 

国体などいろいろな催しでプラカードを持

っていたり、街頭募金とか清掃奉仕とか、どこ

かでボーイスカウトをご覧になったことがある

かと思います。今日のキャンプファイヤー、或いは各企

業の小集団活動いわゆるＱＣＣ活動、ＺＤ活動、それか

ら鉄鋼関係では自主管理活動、野外活動、宿泊学習等

の原型はボーイスカウトにあります。 

１８８０年～１９０２年にボーア戦争がありました。戦争

が終わった後、イギリスでは大変な戦争ショックに陥りま

した。子供達は、煙草を吸ったり、お酒を飲んだりで体力

が衰えてきました。またドイツが力を付けてきましたので

これを何とかしないといけないということで、問題意識に

燃え、ベーデン・パウエル卿がボーイスカウト運動をやろ

うということで始めたのですが、最初は国家主義的な主

張が強かったのですが、第一次世界大戦を契機に国際

平和と国際連帯ということで一大方向転換をしました。現

在では、世界で２，８００万人がボーイスカウトで活躍して

おります。 

 実は、スカウトという言葉は、斥候隊という意味で警察と

いう軍隊用語ですが、それが非常に効果があり、全体主

義、社会主義の国々に大いに利用されております。現在

では中国でも少年戦法隊という名前で同じような事をや

っておりますが、形は同じでも内容が全く違います。 

ベーデン・パウエルの愛称はＢ・Ｐ、さらに捩ってＢｅ

-Prepared―常に備えよという意味ですが、洒落たことを

やっておりました。その洒落たことがボーイスカウトを創

立することになったのです。ベーデン・パウエルの真骨

頂で、軍隊時代は戦争がなければ何もすることがないと

いうことで、芝居や歌劇のほうで有名だったそうです。実

際に戦わずに策略とか計略で名を馳せたそうです。従っ

てそういうことを本にして「斥候の手引き」というのを１８９８

年に発刊しました。これが非常に良いということで有名に

なり、「スカウテイング・フォア・ボーイズ」というタイトルで

執筆を始めました。その本の中で注目されることがありま

す。それは、日本の武士道は非常に良いということで、ヨ

ーロッパのナイト騎士と通じるものがあるということで高く

評価されています。実はこのあたりで日露戦争があり、小

さな島国の何だか分からない国の人間が大国のロシア

を破ったということは素晴らしいといったようなことで、日

英同盟の関係もあって一躍注目されるといったこともあっ

て取り入れられたということです。 

「スカウテイング・フォア・ボーイズ」を世に出してみよう

ということでスポンサーに相談したら実験的に少年達を

集めてキャンプをやってみなさいということで始まったの

が、イギリスのブラウンシー島の実験キャンプです。これ

がたちまち評判になり、これは面白いということで少年達

が自発的にパトロール班を作って良いことをして行こうと

いうことで始まったのがボーイスカウトの原理と言われて

おります。それを組織化してみようということでイギリスの

王のお墨付きで始まりました。 

ボーイスカウトとガールスカウトはどこが違うかというと、

同じなのです。ボーイスカウトは、１９９９年に「スカウト運

動はジェンダーに関係ない、つまり男も女も関係ないと

いうことを方針に打ち出しました。従ってボーイスカウトに

は少女も入っています。我々の団にも約３割が入ってい

ます。ところがガールスカウトには男子は入っておりませ

ん。リーダーでも男子は禁制です。ボーイスカウトの目標

「良き社会人の育成」に加えて、「自立した女性の育成」

という目標を持っているために受入れの対象は少女の

みなのです。ルーツが同じなので、いずれの日か統合さ

れるかも知れません。 

第一次世界大戦の時に、子供ながら鉄道線路のパト

ロール、公文書の配送、病院での手助け、海岸線の警

備等に大活躍をしました。１５万人のスカウトのうち１万人

が亡くなりました。世の中がバカバカしい戦争は止めよう

ではないかということから、ボーイスカウトも軍事訓練から

世界の平和、世界の協調と目標を置き換えて行こうとい

うことで、一大の転換がありました。 

ボーイスカウトには、「１日一善」という言葉があります。

シカゴからロンドンに出張にきたアメリカ人のボイス氏が、

道が分からなくて困り果てていました。その時、１人の少

年が「何かお役に立つことはありますか」と近づいてきま

した。道が分からなくて困っていることが分かると、少年

は先に立ってそこまで案内してくれました。アメリカ人の

習慣で少年にチップをあげようとしたら「僕はボーイスカ

ウトです。今日も何か良いことをするつもりでいました。お

役に立てて嬉しいと思います。スカウトは他の人を助ける

ことでお礼はもらいません。」と、少年は言いました。感激

したボイス氏は、アメリカへ帰って、大統領に話し、やが

てアメリカでもボーイスカウト運動が始められたのです。

この少年の小さな善行がアメリカのたくさんの少年にボ

ーイスカウトを伝える元になり、１９１０年アメリカボーイス

カウト連盟がボイス氏によって設立されました。 

我が国への伝播ということで、１９０８年(明４１)駐ベル

ギー大使、秋月左都夫によって英国ボーイスカウトにつ

いての情報を日本に報告しました。１９２１年、大正天皇

の時、皇太子(昭和天皇)がイギリスへ行き、ボーイスカウ

トの大歓迎を受けました。初代総長の後藤新平氏は「人

の世話にならぬよう 人のお世話をするように そして報

いを求めぬよう」をモットーにして、「大日本少年団」を発

足しました。 

現在のボーイスカウトは、 

目的：自立心のある健全な少年の育成を通じて、よりよき 

社会人を育てる。 

方法：小数段の班・組を組織して、その運営及び集団同

士の競争を通じて、上級生（組長・班長）リーダーシ

ップとチームワークの醸精を図る。幼稚園年長から

成人まで一貫した教育体系にのっとって行われる。 

手段：野外活動による。 

 

ロータリークラブさんと同じように我々にも誓いの

言葉があります。 

１.神（仏）と国とに誠を尽くしおきてを守ります。 

１.いつも、他の人々をたすけます。 

１.体を強くし、心をすこやかに、徳を養います。 

                       ( 文責 原田 健) 


