
２０１０年１１月第１週号 

第２２９０回 
 

平成２２年１１月５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 

  米山奨学生／閻 宏偉さん 

 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長   

＜理事・役員会及びクラブ協議会報告＞ 

１． ２０１１-２０１２度理事・役員候補者の件 

理事・役員 会長 出井  清 

理事・役員 会長エレクト 鈴木美津江 

理事・役員   

        

副会長 

クラブ奉仕委員長 

 

斎藤 昌雄 

役員      幹事 伊藤 和夫 

役員      会計 鈴木 政彦 

役員 ＳＡＡ 植松 省自 

理事 職業奉仕委員長 寺澤 一良 

理事 社会奉仕委員長 北原 俊彦 

理事 国際奉仕委員長 水野 謙一 

理事 親睦委員長 竹尾  白 

理事 ロータリー財団委員長 野城 友三 

理事 （地区委員） 吉田 裕成 

理事 直前会長 榊原 行夫 

理事 直前幹事 小林  透 

 副幹事 杉本 峰康 

 監査 大野 良亮 

（出井会長エレクトより発表。） 

 

２． １１/１４習志野中央ＲＣ創立２５周年記念式典開催について 

水野謙一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、吉田裕成会員、寺澤一良会

員、榊原行夫が出席します。 

３． １１/２２千葉東ＲＣ創立２０周年記念式典開催について 

水野謙一ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、出井清会長エレクト、伊藤和

夫福幹事、竹尾白会員、榊原行夫が出席します。 

４． １１/２６移動例会について 

通常の例会場の都合により、移動例会となります。

場所は、「倶楽部泉水」です。 

５． １２/１７忘年家族例会について 

日時⇒平成２２年１２月１７日（金）点鐘１８時 

会場⇒オークラ千葉ホテル 

和やかに明るく行うためにも是非お孫さんを連れて

きて頂ければと思います。 

６． クラブ運営資金会計報告 

７． １０/２２「秋季日帰り親睦旅行及び職場訪問」会計報告 

今回は、海上自衛隊館山航空基地を訪問、隊員

さん達と一緒にカレーライスを食べて来ました。皆様

のご協力により、赤字にならないで済み、楽しく過ご

せました。 

 

■ 委員会報告                          

社会奉仕委員会より （金親博榮委員長） 

ひかり学園より、お米と野菜の販売について今年も協

力依頼がきておりますので、ご協力を宜しくお願い致し

ます。また、１１月２３日に開催される“いきいきフェスタＴ

ＡＫＯ”においてバザーを行いますので、献品のご協力

を宜しくお願い致します。当日、我が家を９時頃出発し、

塩谷会員と橋口会員と３人で参加してまいります。他に

行かれる方があればご一緒出来ますので宜しくお願い

致します。 

 

■ 幹事報告               小林  透幹事   

・テーブルに置いてあるクッキーは、米山奨学生の閻

さんが米山記念館を訪問した時のお土産です。有難

うございます。 

・地区大会ご参加の皆さん、集合時間０７：００蘇我駅

千葉銀行前、０７：１５千葉駅ＮＴＴ前です。ミズノ興業

さんのバスを利用させて頂きます。遅刻なさいません

よう宜しくお願いします。 

  

 

 
 

 

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 

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 



■ １１月度 会員誕生日祝・結婚記念日祝                 

≪誕生日≫ 

１２日 畠山 明則会員  １５日 金親 博榮会員 

２４日 本田   博会員 

≪結婚記念日≫ 

３日 土屋 武次会員   ３日 山口   浩会員 

１４日 橋口   徹会員  １５日 上田 欽一会員 

２５日 太田 和夫会員  ２８日 榊原 行夫会員 

■ ニコニコボックス報告                  

☆伊藤 和夫会員 

先月、１０月２５日に次男の友彦・智美夫婦に長女・聡

美が誕生致しました。誰に似ているのかなと話題になっ

ています。私も孫が男の子２人、女の子２人の４人になり

ました。皆元気で明るい子に育ってほしいと思っておりま

す。 

☆鮫島 永一会員 

帰省の折り、霧島の天孫降臨（豆知識をご覧ください）の山、

高千穂の峰に登ってまいりました。そこで古代人の山岳

信仰の気分をチョッピリ味わってまいりました。 

 

 

■ 出席報告 (会員数４０名)                      

 

出席者数２６ 欠席者数１４ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率１００ ％ 

 

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 

 

 

≪ワイワイ会≫ 

本日は、卓話は止めてテーブル毎にフリートークを行うことにしま

した。９月２４日に開催されたロータリー情報研究会では、「私たち

はなぜ週一度ロータリーに集うのか」というテーマで議論し、立派

なご意見等がテーブルごとに発表されました。その話を深めて頂

くことを含めてワイワイと雑談をして頂ければと思います。（植松プ

ログラム委員長） 

 

＝豆知識＝   

天孫降臨神話 （鹿児島県霧島市ホームページより） 

はるか昔、神々がこの世を治めていたという神話の時代があり

ました。神々が天上界の天の浮橋から下の世界をのぞくと、霧に

けむる海の中に島のように見えるものがあります。神々は一本の

鉾を取り出し、その島にしるしをつけました。それが霧島山の名の

由来だといわれています。その時、神々が逆さに落とした鉾は、

見事に山の絶頂に突き刺さりました。今も高千穂の山頂に残る天

の逆鉾は、その時の鉾だといわれています。 

ある時、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）の神勅を受けて、孫神ニニ

ギノミコトが三種の神器を手に、７人の神様と道案内の猿田彦命

（ｻﾙﾀﾋｺﾉﾐｺﾄ）とともに、高天原（たかまがはら）に降り立ちます。天

上界から神が地上に降り立ったといわれる「天孫降臨」の第一歩

を記した高千穂峰から、日本の建国神話とその歴史が始まったと

伝えられています。 

 

 

第２２９１回例会 

日時⇒  平成２２年１１月１２日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『健康とダイエットについて』 

卓話者⇒ ひだまり整骨院 院長 神谷 宗生様 

第２２９２回例会 

日時⇒  平成２２年１１月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒ 『スズキ・メソードにおける 

学ぶ意欲の育て方』 

卓話者⇒ スズキ・メソードヴァイオリン教室 

        土岐クラス主宰 土岐  尽様 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 279,000 円 

金の箱  101 円 累計 13,501 円 

千葉ＲＣ 月 11/15・22 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/16 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/16 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 11/24 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

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 


