
   ２０１１年７月第１週号 

第２３１８回 

平成２３年７月１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 

・国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ｂガバナー補佐 

                   三木 敏靖様（市原ＲＣ） 

・市  原ＲＣ／幹事 山本順也様、角谷 修様 

・千葉港ＲＣ／会長 山崎 喜雄様 

・千葉北ＲＣ／会長 栗原 賢一様、永鳥 秀人様 

 

■ 会長、幹事バッチ交換                    

伊藤幹事  出井会長  榊原直前会長 小林直前幹事 

「宜しくお願い致します！」     「お疲れ様でした！」 

■ 乾杯                                

榊原行夫直前会長 

お客様方、ようこそいらっしゃいました。出井会長、

伊藤幹事、頑張って下さい。クラブの繁栄と皆様のご

健勝を祈念致します。  乾杯！ 

 

■ 入会式                            

江幡 清子会員 （紹介者⇒橋口 徹会員、野城友三会員 

文葉店舗 代表 

昨年の２月、こちらへ卓話でお

邪魔しました。今回、お誘い頂き

入会することが出来ました。何も

分からないので、これから皆さん

に色々教えて頂きながらやって行

きたいと思います。宜しくお願い

申し上げます。 

 

■ ７月度 会員誕生日祝・結婚記念日祝        

 〔誕生日祝〕 

  ２日 五十嵐 博章会員  ３日 国友 忠一会員 

１６日 梅村 星児会員 

〔結婚記念日〕 

３０日 国友 忠一会員       

 

■ 会長挨拶及び報告         出井  清会長   

新旧 理事、役員会及びクラブ協議会報告 

１． ２０１０－２０１１年度決算報告  

２． ２０１１－２０１２年度予算について 

３． 委員会構成について 

４． 入会候補者の件  村田紀之氏承認される 

５． 退会届の件 

大野良亮会員、澤本弘会員、鈴木政彦会員、 

山口浩会員  承認される。 

６． 新会員の委員会所属について 

小幡清子会員⇒親睦活動委員会に決定。 

７． ガバナー公式訪問について 

８月１９日（金） 皆様のご出席宜しくお願いします。 

 

■ お客様ご挨拶                       

ガバナー補佐 三木 敏靖様 

皆様こんにちは。本日は新年度

の開始日でございます。昨年、各

格たる成果を上げて任期満了され

ました水野ガバナー補佐に感謝を

申し上げて、また、それにあやかり

たいと思って参上致しました。気を

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 
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引き締めまして、皆様方のお力を頂き、有意義にこの一

年間を過ごしたいと思っておりますので宜しくお願い致

します。 

 

千葉港ＲＣ・会長 山崎喜雄様 

皆様、こんにちは。出井会長、

伊藤幹事、おめでとうございます。

今日からスタートです。一年間、

長丁場ではございますがお互い

に力を合わせて、情報交換を密

にしながら頑張って行きたいなと

思っております。出井会長、伊藤

幹事を盛り立てて宜しくお願いし 

 ます。 

 

千葉北ＲＣ・会長 栗原 賢一様 

私もロータリーを３０年以上や

っておりまして、こちらへも何度

かお邪魔しましたが、このクラブ

は昔は千葉県で一番多かったの

ですが、こうやって見渡しますと

随分少なくなりましたね。私は、１

９８７年に千葉西ＲＣの会長をや

り、１０年後には千葉東ＲＣの初

代会長になって、今回が３度目の会長です。今年は、運

営を上手くやろうということで、第３分区Ｂの６名の会長が

三木ガバナー補佐を支えて行こうということになっており

ます。宜しくお願い致します。 

 

■ 幹事挨拶              伊藤 和夫幹事  

今度、幹事になりました伊藤でございます。宜しくお願

い致します。とにかく会員を増強しなければなりません。

皆さんの力をお借りして、絶えず会員増強を念頭に入れ、

頑張りたいと思います 

 

■ ニコニコボックス報告                   

 

◇ガバナー補佐・三木 敏靖様  

一年間、ガバナー補佐を務めさせていただくことにな

りました。浅学非才の身ですが、宜しくお願い致します。 

 

◇市原ＲＣ・角谷 修様、千葉北ＲＣ・永鳥 秀人様 

                （出井会長と幹事同期） 

会長就任おめでとうございます。一年間頑張って下さ

い！ 

◇市原ＲＣ・角谷 修様 

久し振りの千葉南さんへのメーキャップです。いつもな

がらの温かいお迎え、有難うございます。思い返せば、

松尾ガバナー補佐の時に出井会長、太田さんには大変

お世話になりました。今年は、我がクラブの三木が補佐

を務めます。どうぞよろしく！ 

 

◇市原ＲＣ・幹事 山本 順也様 

伊藤幹事、一年間頑張って下さい。（幹事同期を代表

して） 

 

◇出井 清会員、伊藤 和夫会員 

・榊原会員、小林会員、一年間、大役ご苦労様でした。 

・三木がバナー補佐、例会出席有難うございます。 

・第３分区Ｂ会長会メンバーさん、有難うございます。 

・６年前の幹事会メンバーさん、市原ＲＣ・山本幹事さん、

有難うございます。 

一年間、精一杯やりますので、出井、伊藤にご支援宜

しくお願い致します。 

 

◇植松 省自会員 

今年度のＳＡＡを務めさせていただきます植松です。

副ＳＡＡの吉田会員、五十嵐会員、小林会員とともに例

会の進行等をやらせて頂きます。ご協力の程、宜しくお

願い申し上げます。 

 

◇川合 柾栄会員 

７月７日～１２日まで、「第２０回春潮展」に２点出品し

ました。お暇を見てお出かけ下さい。 

 

◇北原 俊彦会員 

新年度、出井会長、伊藤幹事、宜しくお願い致します。

昨年度親睦委員会を預かり、一生懸命務めましたが、今、

ほっとしています。 

 

◇榊原 行夫会員 

一年間色々とお世話になりました。有難うございまし

た。 

 

◇小林  透会員 

一年間、足りない幹事でしたが、何とか務めあげること

が出来ました。今日から、例会が楽しみです。 

 

◇斎藤 昌雄会員 

パワフルな出井会長、春の波のように穏やかな伊藤幹

事、一年間宜しくお願い致します。 

因みに本日は欠席です。申し訳ありません。 

 

◇鈴木 美津江会員、杉本 峰康会員 

出井会長、伊藤幹事、一年間宜しくお願いします。お

二人を見本としてしっかり一年間勉強させて頂きます。 

 

◇橋口 徹会員 

今回、入会されます新会員“江幡清子さん”を宜しくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ ３４，０００円 累計 ３４，０００円 

金の箱   ８３０円 累計 ８３０円 



■ 出席報告 (会員数３５名)                      

 

出席者数２８ 欠席者数 ７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ６ 修正出席率 ７５．６８％ 

 

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… 出井 清会長 

 
 

 
 

「より楽しく 誇り高いクラブである為に」 
千葉南ロータリークラブ４８代会長に就任し、責任の重

さをひしひしと感じています。 

当クラブもあと２年で５０周年。歴代の諸先輩が営々と築

きあげられた私たちのクラブを、より強固にするために、

一層の努力をしなければならない。 

 今年度ＲＩ会長、カルヤン・バネルジー氏の年次テーマ

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」の強調

事項のなかに「家族・継続・変化」という言葉があります。 

３つ目の“変化”という言葉に、当クラブにも考えなけれ

ばいけない点があると思います。 

 歴史を持つクラブこそ原点に立ち返り、もう１度「再構

築」が必要です。すなわち「原点回帰」です。 

 ロータリーの創始者、ポール・ハリスは「世界は常に変

化している。ロータリーは、この世界と共に変化して成長

していかねばならない。ロータリーの物語は、幾度も書き

換えられねばならない。」と述べています。８０年以上前

の言葉です。 

 会員の平均年齢も、ここ１０年でかなり上昇傾向にあり

ます。《閉寒感》を打破し、５０年に向けてもう一度クラブ

メンバー全員で活力を取り戻したい。２７９０地区、山田

修平ガバナーは地区の方針を「より強力な 魅力あるクラ

ブに」と提唱されました。 

そこで、当クラブの今年度の目標を「より楽しく 誇り高

いクラブである為に」と掲げました。 

「週１度の例会が、待ち遠しくてしかたがない また、あの

人と会っておしゃべりもしたい」と思えるようなクラブライフ

を創り出せたなら出席率も向上し、会員増強にも繋がる

でしょう。 

地区ロータリーの考えが「単年度」から２～３年先を見

据えた「多年度型」に考え方を変えています。「会員増強」

にしてもそのほうがやり易い。１年１年で区切っていては、

継続とはならない。その時その時の、時代に沿った運営

が必要でしょう。 

まず“アクション”を起こしましょう！クラブ全体で!! クラ

ブみんなで!! 

最後に、織田吉郎直前ガバナーは「クラブ会長に求

められるものを１つといわれたら、迷わず“真摯であること”

をあげられました。 

その言葉どおり真面目で熱心に、何事にも取り組んで

行きたい。これから１年間、絶大なる会員皆様のご協力

をお願い致します。 

 

 

 

お 知 ら せ 

≪事務局体制についてのお知らせとお願い≫ 

２０１１-２０１２年度の事務局員の出勤日は、 

第１週、第３週は 火曜日～金曜日 

第２週、第４週は 水曜日～金曜日 

会員皆さんの更なるご協力をいただきたいと思っており

ます。 

尚、事務局休日のご用件はメールやファックスでお受

けしております。 

 

≪会員増強用チラシはいつでも声をおかけください≫ 

昨年度作成した当クラブ会員増強用チラシ（A4 両面

印刷）が必要な方は事務局に必要部数を お知らせくだ

さい。例会時にお渡しします。 

また、ホームページよりダウンロードする事も検討して

おりますので、運用可能になりましたらお知らせします。 

 

 

 

 

第２３１９回例会 

日時⇒  平成２３年７月８日(金) 点鐘１２：３０ 

≪クラブフォーラム≫ 

クラブ奉仕委員会⇒ 斎藤 昌雄委員長 

職業奉仕委員会⇒  寺澤 一良委員長 

社会奉仕委員会⇒  北原 俊彦委員長 

国際奉仕委員会⇒  水野 謙一委員長 

新世代奉仕委員会⇒ 吉田 裕成委員長 

第２３２０回例会 

日時⇒  平成２３年７月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『千葉神社の歴史と地域との関わり』 

卓話者⇒ 千葉神社 宮司  山本 栄様 

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 7/26 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 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/14 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 


