
２０１０年１月第１週号 

第２２５０回 
平成２２年１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 

  千葉西ＲＣ／内貴 洲平様、 三須、辰雄様 

 

≪乾杯！≫               水野 謙一会員 

 

昨年、三が日は天候が悪いように

聞いておりましたが、それに反しまし

て大変好天気でございました。本年

度の景気も予測に反して、このように

良い傾向になればと思います。皆様

のご健康と、千葉南ＲＣの益々の発

展を祈念致します！ 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

 

＜理事・役員会及びクラブ協議会報告＞ 

☆ホームページの件 

 来週立ち上げることで了承頂きました。 

☆東仁川ロータリークラブの周年事業への 

参加につい て 

 李東秀氏からの書信のコピーでは、年明けから４０周

年行事の検討を進めると書いて御座いましたので、その

後の連絡を待って当クラブとしては行動を起すことで了

承されました。 

 

 

 

 

 

☆入会候補者の件 

 澤野会員の退会に伴う、後任の杉本峰康氏の紹介、

理事会で承認されました。 

☆会員募集の件 

☆退会防止の件 

 裏腹ですから同時に討議しまして、行動を起さなけれ

ば何もはじまらないと言う事で、 

① 過去に会員を送り出して頂いていた企業に会長名

で再度を御願いする。 

② 目先の松尾会員の退会はやむを得ない事と承認を

し、後任のご推薦を御願いする。 

③ 会員増強・退会防止委員会の太田委員長を中心に、

クラブ全体として,各委員会の協力を得て分科会の

ようなプロジェクトを組んで強力に推進する。 

 以上で可決されました。 

☆ゆめ半島千葉国体への協力について 

 いろいろ協議の結果、金銭的な援助協力するか、ボラ

ンティアの協力をするかを次の理事会まで結論を持ち越

しとなりました。 

☆ロータリーの友の件 

 12/21 提出でアンケートは、クラブ広報委員会で調査

の上ご返事を御願いすることで了承された。 

☆１２月合同幹事会の報告 

☆クラブ運営資金会計報告は会計から順調に推移して

いる事を報告 

☆12/11 忘年家族例会会計報告は親睦委員長より報告

了承される。 

 

≪記念品伝達≫ 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙポール・ハリスフェロー   向後 保雄会員 

 

≪幹事報告≫             五十嵐 博章幹 

＜合同幹事会報告＞ 

・先ず、ガバナー補佐会議出席報告として、地区大会参

加へのお礼がありました。（出席者２，００７名（６５％）） 

・2/3 日、Ｉ・Ｍ開催されます。セミナー、その後の懇親会

には奮ってご出席下さいますよう宜しくお願い致します。 

 

★ ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ 

 

  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 



≪１月度会員誕生日祝い・会員結婚記念日祝い≫ 

［誕生日祝い］ 

  １日 小野 成子会員  ３日 栢木伊久二会員 

  ４日 金田 榮弘会員  ５日 澤本  弘会員 

  ６日 末吉 淳子会員 １２日 高橋  朗会員 

２５日 土屋 武次会員 ２５日 水野 謙一会員 

２５日 鮫島 永一会員 

［結婚記念日祝い］ 

 ２２日 水野 謙一会員 ２６日 北原 俊彦会員 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

皆様、新年おめでとうございます！ 

会員の皆様方におかれましては、健やかな新年を迎え

られたこととお喜び申し上げます。本年も皆様方と一緒

に素晴らしき一年を築いて行きたいと存じます。 

☆榊原 行夫会員 

おめでとうございます！ 

正月に伊東温泉に行き、曾孫の愛瑠と過ごして参りまし

たので。 

☆

 

 

≪出席報告 (会員数４３名)≫ 

 

伊藤和夫会員・出井 清会員 

昨年、息子・娘の結婚の際には、会よりお祝をいただ

き有難うございました。 

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 欠 

植松  小塚 欠 瀨谷  原田 欠 

太田  小林  竹尾 欠 本田 欠 

大野  向後  高橋 欠 松尾 欠 

小野  澤本  土屋  丸島  

川合  榊原  寺澤  水野  

金親  斎藤・昌  出井  野城  

金田  佐久間  中沢 欠 吉田裕  

栢木  鮫島  野本    

出席 34 名 欠席 9 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ 2 名 修正出席率   78.05% 

 

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…『会長挨拶』 

卓話者… 寺澤 一良会長 

 

昨年はアメリカから発信した不

況の波を被りながら、知事選、市

長選と選挙を戦い、後半の衆議院

選挙以降は民主党政権に躍らさ

れて１年が暮れました。 

 新年は始まったばかりですが、国内総生産で、日本は

中国に抜かれることは確実と報じられていましたが、財

界では国内の景気は２段底の予想と、緩やかな上昇とが、

相半ばと見られていました。我々には、少しでも景気は

良くなって頂きたいと思っております。 

世界全体でも温暖化を心配しながら、ニューヨークの

大雪の情報やヨーロッパ―の世界的な寒波、日本国内

でも未曾有の大雪で明け暮れたようです。幸い、関東地

方は冬型の気圧配置と言われながらも、毎日好天が続

いていることだけは幸いなようで御座います。 

昨年度のＩ・Ｍは当クラブがホストで、基調講演の後は

討議方式で行なわれましたが、今年度は市原ロータリー

クラブがホストで、講演会方式で全員登録で行なわれま

す。場所は千葉駅の前で、モノレールに添ったところで、

京葉銀行文化プラザです。お願いしている講師は、「ロ

ータリーの源流」等の著書で知られている、尼崎西ロー

タリークラブの田中毅氏を迎えて、９０分の基調講演を御

願いしているようで御座います。是非、全員登録ですか

ら、一人でも多くの参加を御願い致します。 

 私と五十嵐幹事の年度も後半に入りましたが、今日の

クラブフォーラム、２月３日（水）のＩ・Ｍ、３月２６日（金）の

花見移動例会、４月には東仁川ロータリークラブの創立

４０周年記念パーティに友好参加、５月から６月には一泊

職場研修を兼ねた親睦旅行等々楽しく有意義なイベン

トが目白押しです。是非、各委員会のご協力を頂き、全

部が楽しいイベントとして挙行されますように願っており

ます。 

 最後に、私の年度の活動計画書に掲載して頂いてい

る、創立以来４６年間続いていた従来型の地区指導型

委員会の各委員長は、今日のクラブフォーラムを以って

解散し、全員が新しく発足しましたクラブ指導型委員会

の委員長になって頂いておりますことはご承知頂いてい

ると思います。従って、委員会方針はそれぞれ継承して

頂いて、今日のクラブフォーラムを終わってからは、ＣＬＰ

委員会の各委員長として活動することをお願い致しま

す。 

ご存知のことと思いますが、次の例会からは、 

☆クラブ管理・運営委員長 植松省自会員   

☆クラブ広報委員長 佐久間信一会員 

☆会員増強・退会防止委員長 太田和夫会員  

☆職業奉仕委員長  塩谷邦昭会員 

☆奉仕プロジェクト委員長 斎藤昌雄会員    

☆ロータリー財団委員長 野城友三会員  

以上、四委員会が六委員会になります。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 426,314 円 

金の箱   1,991 円 累計 17,880 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 1/19・26 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 1/19・26 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 1/20・27 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 1/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 1/21・28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



尚、旧クラブ奉仕委員長の出井清会員は副会長専任

となります。 

以上をお願い致しまして、新年のご挨拶とさせて頂き

ます。後、半年間、私及び五十嵐幹事を、ご指導及びご

協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

＊＊クラブフォーラム＊＊ 

 

＜クラブ奉仕委員会＞         出井 清委員長 

今年は楽しいクラブ作りを目指していきます。そのた

めには、会員増強が必要です。現在４３名実質４０名で

動いている状況です。なんとか５０名前後で活動できれ

ばいいかなと思っております。２年後には４８名、５０周年

には５０名以上の会員で運営していきたいと思います。

皆さん、そのためにもクラブに入会したい方をどんどん紹

介していただきたいと思います。 

 

＜職業奉仕委員長＞       塩谷 邦昭委員長 

私が職業奉仕委員長を仰せつかった時には、世界的

不況に突入した時期で、国内でも食品偽装が多発して

消費者を混乱させておりました。食品以外にも様々な業

種で不祥事が発生している時期でした。ロータリーは職

業の倫理的な理論が高い皆さんが入会される会であると

諸先輩方からも指導されてきました。 

 上期には植松親睦委員長の計らいによりまして協賛で

行事を実施する事が出来ました。東京で初めて移動例

会を実施しました。ちょうど、同会場で東京西ＲＣが１１０

名程度の出席で例会を実施しておりました。見学した職

域は造幣局東京支局、国会議事堂参議院、浜離宮恩

賜公園、その後水上バスで移動し浅草を散策いたしまし

た。今年度の後半も会員相互の親睦を計りながら親睦

委員会と共催して旅行を計画しております。皆さんの参

加をお願いします。 

職業奉仕の中で４つの反省があります。活動計画書３

ページに掲載されているのでもう一度職業奉仕とはどの

様な活動なのかを再認識していただきたいと思います。

ぜひ読んでみてください。 

 

＜社会奉仕委員長＞       小野 成子委員長 

地区ＲＹＬＡ委員会より、「第３３回青少年指導者養成

プログラムセミナー」開催の案内が来ております。増上寺

で２月６日・７日の２日間、研修を行う予定なのですが申

込み人数が大変少なく開催が危ぶまれております。ぜひ、

若い方や社員の方を出席させてもらいたいと思いますの

で推薦をお願いします。増上寺の中での研修は、なかな

かチャンスがないものですし、とてもすばらしいカリキュラ

ムと聞いております。ぜひ、参加をお願いします。 

＜国際奉仕委員長＞       斎藤 昌雄委員長 

前半の活動は順調に実行されております。後半は１月

にＷＣＳの支援視察に参加する予定でしたが、内外の諸

状況によりまして辞退することといたしましたので、会員

の皆さんに参加依頼致しませんでしたのでご了解いた

だければと思います。 

東仁川ロータリークラブへの親善訪問という大きな事

業があります。当初、４月２０日前後に仁川空港から仁川

へ高速道路が出来ることもありその完成を待って親善訪

問を考えていたのですが、会長より「東仁川ＲＣは、今年

創立４０周年ではないか」との情報をいただき確認いたし

ました。記念式典は年明けに日程が決まるとの事です。

千葉南ＲＣの４０周年には、２４名の方に訪日していただ

いておりますので、ご都合のつく方はぜひ出席していた

だきたいと思います。 

ＣＬＰの奉仕プロジェクトになるのですが、３年計画で

それなりの予算を組んで地域の方に感謝され、ＲＣの存

在意義を知ってもらう立派な計画を作る事になっており

ます。次年度より、実際の活動を開始しなければならな

いので早めに準備に入る予定です。何か良い案があれ

ばぜひ申し出ていただければと思います。 

              （文責 小林  透） 

 

『友』インターネット速報 

２０１０年１月１２日  No.411 

インドネシアで教育の機会を開くインドネシア・アチェ州の子ども

たちは、２００４年の大津波と３０年以上に及ぶ紛争により、教育を

受けることさえままならない状態でした。 南アジアを襲った津波で

は、２０万人以上の犠牲者が出ました。さらに、中央政府と独立派

グループの長期的な紛争は２００５年に平和協定の調印に至った

ものの、アチェ州の教育施設の整備は遅々として進んでいません

でした。こうした子どもたちの窮状に心を痛めた第２７８０地区のロ

ータリー財団学友会は、支援活動に動き出しました。インドネシア

の非政府組織「コミュニタス・ティカール・パンダン」からの問い合

わせに応じて、アチェ州の子どもたちのために図書館をつくること

を決めました。 学友会は、昨年３月逗子市にて、図書館プロジェ

クトのためにアチェ・チャリティーコンサートを開き、１万６，０００ド

ルを集めました。 コンサートには、ロータリー奨学生としてイタリア

に留学した４人、ソプラノの渡辺ローザさん（2000-01 年度）と渡辺

昌子さん（2001-02 年度）、ピアノの高橋裕子さん（1992-93 年度）、

ヴォーカルの辻康介さん（1997-98 年度）が出演。第 2780 地区ロ

ータリー財団委員会をはじめ、逗子ロータリークラブ、逗子市教育

委員会、インドネシア大使館、日本財団、そして数多くのロータリ

アンと学友の後援を受けて実現したコンサートです。プロジェクト

では、本、本棚、机、いすを備えた図書館を３つの村につくること

ができました。７月にはロータリアン２人と学友２人がプロジェクトの

実施地を訪問しました。 

 

 

 

第２２５１回例会 

日時⇒   平成２２年１月１５日(金)点鐘 12：30 

演題⇒   『褒め方と叱り方』 

卓話者⇒ 話し方教室  主任講師 安田 英夫様 

第２２５２回例会 

日時⇒  平成２２年１月２２日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『都川の環境』 

卓話者⇒ NPO 法人都川の環境を考える会 

          会長 武部  功様 
 


