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第２２７４回 
 

平成２２年 7 月９日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

 

◆ロータリーソング  『我等の生業』 

◆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 

  広島西ＲＣ／森信 秀樹様 

 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長   

かねてより病気療養中の北原敬市パストガバナーが、

７月３日にご逝去(亨年８５歳)されました。 

 お通夜  ７月１０日(土) 午後６時～７時 

 告別式  ７月１１日(日) 午後２時～３時 

 会 場  東京両国「回向院」 

 

■ 地区より、委嘱状伝達                         

2010-2011 年度ロータリー財団委員会寄付金小委員会

委員⇒ 吉田 裕成会員 

 

■ お客様ご挨拶                          

広島西ＲＣ・森信 秀樹様 

 はじめまして。職業分類は、総

合建設業です。昨日からこのホテ

ルで、全国都道府県と政令都市

の人事委員が集まって研修を受

けております。木曜日が当クラブ

の例会でしたが、休みましたので

メーキャップをさせて頂きました。

広島西ＲＣは、８５名おります。昨 

 

年、４０周年を迎え、記念事業として、広島市の外れの公

園にトイレを贈呈しました。私は、昨年度の幹事をしてお

りましたが、広島西ＲＣの場合、幹事が分刻みで司会進

行をしておりまして、少し間違えたりすると会長の鋭い目

が飛んできたりします。こちらのクラブは、会長が司会進

行をされ、和気藹々としたアットホームな暖かいクラブだ

なと思いました。今日は楽しませて頂きますので宜しくお

願い致します。 

 

■ 委員会報告                            

親睦委員会より (北原 俊彦委員長) 

≪納涼懇親夜例会開催のご案内≫ 

日時⇒ 平成２２年７月３０日(金) 点鐘：午後６時 

場所⇒ オークラ千葉ホテル中庭「パティオ」 

アトラクション、タヒチアンダンスショーをお楽しみいただ

きながら大いに食べ、大いに飲んで暑さを吹き飛ばして

下さい！ご家族、ご友人をお誘い頂き、大勢の皆様のご

参加をお待ちしております。 

 

≪地区大会記念・親善チャリティーゴルフ会のご案内≫ 

開催日⇒  平成２２年１０月４日(月) 

開催場所⇒ レインボーヒルズカントリークラブ 

登録料⇒  ２０，０００円 

※参加ご希望の方は、事務局までお申し込み下さい。 

 

≪親睦委員会へのアンケートについて≫ 

回収率１００％を目指しております！未提出の方は必

ずご提出下さい！ 

 

北原 俊彦会員より 

ＮＰＯ法人都川の環境を考える会に私と竹尾会員が

所属し、長くボランティア活動をしております。私達は都

川の土手に桜をせっせと植えており、既に３００本～４００

本位は植えております。幼稚園生や小学生にも来て貰

ってアドベンチャー都川と銘打ち、子ども達の未来にと

いうことで環境問題を語ろうというボランティア活動です。

都川は汚いイメージがありますが、上流に行けば鮎など

の魚が沢山います。産卵もしています。これは、５年間位

掛けて石を入れたり、川の清掃をしたりして水の浄化を

図ってきた成果なのですが、そこに生息している小さな

  

 

 
 

 

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 ＳＯＵＴ 

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 榊原 行夫       幹 事 小林 透           雑誌会報委員長 瀨谷 研一 

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 



魚たちを展示し、子供達に知ってもらったり、また、環境

問題としてごみ拾いする事を子供達に教えたりしており

ます。そこで、素麺流しということで、竹で箸を作って素

麺を食べるというようなこともしています。 

もし時間がありましたら、７月１７日(土)、９時３０分～１２

時頃までボランティア活動にご参加頂ければと思いま

す。 

 

プログラム委員会より (植松省自委員長) 

≪今月の卓話予定について≫ 

１６日 「素晴らしいＧＳＥ」   金親博榮会員  

２３日 「これからの千葉市づくりへの想い」  

熊谷俊人千葉市長 

２３日の卓話時間は、４０分間でお願いしてありますの

で、例会進行を早めて頂くようお願いしたいのですが、

若干終了時間が延びるかも知れませんので、前もってご

了解頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

出井 清会長エレクトより 

≪寺澤前会長・五十嵐前幹事慰労会及び水野ガバナ

ー補佐・榊原会長・小林幹事激励会開催のご案内≫ 

日時 平成２２年７月２８日(水) 午後６時 

会場 木曽路 （送迎バスあり） 宜しくお願い致します。 

 

 

■ ニコニコボックス報告                  

☆今回は、なし 

 

 

 

■ 出席報告 (会員数３７名)                      

 

出席者数２６ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率 80.00 ％ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ クラブフォーラム ★ 

 

クラブ奉仕委員会         鈴木 美津江委員長 

今年度の会長の方針と致しまして

は、会員増強と楽しい例会を作ろうと

いうことです。この二つの目標に向か

って実行して行きたいと思っておりま

す。皆様のご協力を宜しくお願い申

し上げます。 

 

〈ロータリー情報委員会〉 (寺澤 一良委員長) 

週報やホームページを利用して、活動報告を外部に

も発信し、会員増強にも繋げる。 

入会して頂いた方にはオリエンテーションをしっかり行

い、ロータリーの良さを知って頂く。 

〈雑誌会報委員会〉 (瀨谷 研一委員長) 

週報は、判りやすくかつ正確な情報をクラブ内外に伝

えることを心掛け、当クラブの歴史を刻む活動記録の役

割も果たす。さらに当クラブの存在と活動を内外に知らし

め認知・理解を広める広報活動も行う。 

〈出席委員会〉 (野城 友三委員長) 

ホームクラブへの出席率の向上とメーキャップを奨励

し出席率の向上を図る。 

〈親睦委員会〉 (北原 俊彦委員長) 

“楽しく愉快に行こう！”をキャッチフレーズとして、例

会及び各種イベント参加が楽しみになるよう取り組む。 

〈プログラム委員会〉 (植松 省自委員長) 

今年度は、スピーチだけではなく、アトラクション的なも

のも企画する。また、年２回程度、テーブル談話(テーブ

ル毎のディスカッション)を行う。 

〈職業分類委員長〉 (五十嵐 博章委員長) 

新会員の職業分類を適格に判断する。 

〈会員増強委員長〉 (花澤 衛委員長) 

各方面から入会候補者の情報を収集する。 

〈会員選考委員会〉 (水野 謙一委員長) 

ロータリー活動に相応しい人材開発に努力する。 

 

職業奉仕委員会           塩谷 邦昭委員長 

皆さんのご協力を得て、今年も

より良い職場訪問等の活動を計画

し、実施したいと思います。ロータリ

ーは、職業倫理の高い水準を持っ

て実践している企業人の集まる集

団だと言われています。 

当クラブは毎週、「四つのテスト」

を唱和しておりますが、その意味は次のようなものです。 

職業人としてのロータリアンの心構えを一般の職業人

にも良く理解出来るように簡潔且つ的確に纏めたのが

「四つのテスト」です。 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 0 円 累計 24,000 円 

金の箱  1,035 円 累計 2,135 円 

千葉ＲＣ 月 8/16 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/27・8/10 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/10 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 7/28・8/11 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/29・8/12 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 8/19 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



１．真実かどうか 

「嘘偽りがないかどうか」という意味です。商取引におい

て、商品の品質、納期、契約条件などに嘘偽りがないか

どうかは、非常に大切な基準です。 

２．みんなに公平か 

「すべての取引先に対して公正かどうか」という意味で

す。 

３．好意と友情を深めるかどうか 

その商取引が店の信用を高めると同時に、よりよい人間

関係を築き上げて、取引先を増やすかどうかを問うもの

です。 

４．みんなのためになるかどうか 

商取引において適正な利潤を追求することは当然なこと

であり、決して恥ずべきことではありません。ただし、売り

手だけが儲かった、また買い手だけが儲かったのでは公

正な取引とは言えません。その商取引によって、すべて

の取引先が適正な利潤を得るかどうかを問うものです。 

（ＲＩ２６８０地区の田中毅ＰＤＧ、「ロータリーの源流」より抜粋） 

 「四つのテスト」を照らし合わせたロータリアンが増えな

いといけないと思います。毎週の例会の出席についての

重要性を再確認して、例会に出席することによって得る

情報交換が大切だと思います。職業というポジションがロ

ータリアンの職責ではないかと思います。 

今年は、堅苦しくなく、実践的な行動を起こせるような

形で頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会           金親 博榮委員長 

今年度の社会奉仕委員会は、環

境委員会を兼務することになってい

ます。 

社会への奉仕は、継続が大切だ

と思います。千葉近辺のロータリー

の存在は大変薄い感じがあります

が、アメリカでは、ロータリーの関係

で公園でお弁当を食べていたら、どこから来たのか？と、

知らない人が声を掛けてくるのです。若い人でもロータリ

ーのことを知っている人が多く、それだけ、知名度が高

いというか、社会に根付いている気がしました。そのよう

なことで、継続して我々の活動を広める。ついては、それ

がロータリーの活動に繋がるのではないかと思います。

奉仕団体として内向きの活動ばかりでは、社会的な存在

が問われるのではないかと思います。先ほどの１７日に

行われる“アドベンチャー都川”などもそうだと思います。 

今年度のＲＩのテーマは、「地域を育み、大陸をつなぐ」

とありますが、ここでは“地域を育み”を大きく書いてあり

ます。嘗て私が入会して間もない頃、地区の活動が多か

ったものですから、先輩に「一番大事なのはクラブである、

足元が覚束なくてどうするのだ」と度々言われました。確

かにその通りだと思います。たぶんＲＩ会長もそのように

思っていると思います。織田ガバナーのお話の中で「私

は日頃から、家族を愛する気持ちの延長線上に郷土愛

があり、それらを前提に祖国を大切に思う気持ちが育ま

れ、その先に人類愛という大輪の花が清らかに咲き誇る

のだと考えています。」とあります。 

社会の幸せを作ることを目標とした奉仕活動をすると

いう水野ガバナー補佐、榊原年度に一丸となって良いク

ラブにして行こうという中核の中に社会奉仕委員会があ

ると私は考えております。 

ロータリークラブとして、会員として、地域社会にどのよ

うな奉仕が出来るかというものをお互いに自問し合いな

がら、この一年を過ごしたいなと思っております。 

具体的には、継続している知的障害者更生施設「ひ

かり学園」の支援と、環境活動の一つとして親睦委員会、

国際奉仕委員会と協力して「国際里山の集い」を今年も

開催します。開催日は、８月１日（日）ですが、この名称を

唱えて今年で８年目になります。期の初めに当たり、親

睦を兼ねてこれから頑張ろうというキックオフのつもりで

毎年行っておりますので、大勢の皆さんの参加をお願い

致します。 

水野ガバナー補佐と榊原会長を盛りたてて、一丸とな

って、千葉南ロータリークラブの活動をしっかりしたもの

にするという基盤作りが、会員増強にも繋がるのではな

いかと思っております。 

 

国際奉仕委員会           竹尾  白委員長 

国際理解と親善を図り、世界平

和の達成のために出来る限り情報

を提供して、関連委員会と連携を持

ち協力して行く。 

 計画を達成するに当たりましては、

皆様方のご協力が必要ですので宜

しくお願い致します。 

ロータリー財団委員会と米山記念奨学会委員会では、

寄付の目標を達成するように努力する。ＷＣＳ委員会は、

地区クラブとの交流を深めたい。親交クラブの東仁川Ｒ

Ｃとの交流を図り、国際親善に努めたい。奨学生と交流

を深め暖かく支援する。８月１日に開催される「国際里山

の集い」に元奨学生やその家族にも来て頂き、親睦を図

りたい。 

 以上ですが、宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

第２２７５回例会 

日時⇒  平成２２年７月１６日(金) 点鐘 12：30 

演題⇒  『素晴らしいＧＳＥ』 

卓話者⇒ 金親 博榮会員 (ＧＳＥ団長) 

         

第２２７６回例会 

日時⇒  平成２２年７月２３日(金) 点鐘 12：30 

演題⇒  『これからの千葉市づくりへの想い』 

卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人様 

 


