
   ２０１１年１０月第１週号 

第２３３０回 
平成２３年１０月７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 

なし 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長    

〔理事、役員会報告〕 

１．入会候補者の件  松崎章夫氏⇒承認 

２．退会届の件     中沢 治久会員⇒ 承認 

３．新会員委員会所属の件 

三宅 廣会員⇒ 親睦活動委員会に決定 

今年度も３カ月が過ぎました。私の暦でいえば、やっと

夏の季節が終わって、今日から秋の季節。来年になって

冬と春を迎えた後に鈴木会長エレクトに無事バトンタッチ

したいと考えておりますので、より一層のバックアップを

お願いしたいと思います。 

実りの秋ということで、より一層、会員増強に励みたい

と思います。良い方がいらっしゃいましたら、アタックに行

きますのでお知らせ下さい。 

当クラブが支援している『ひかり学園』より、開所以来１

９年間使用してきた食卓用テーブルの老朽化が著しい

ので、新しいテーブル購入につき助成してほしい旨連絡

がありました。そこで、地区の補助金を利用して購入出

来ればと思い、現在、地区の方へ申請しております。５０

周年記念事業ということで、先渡しで今年度中に贈呈出

来ればと思っております。皆様のご理解とご協力、よろし

くお願い致します。 

今月は、職業奉仕月間です。２１日（金）の例会に卓

話者として、地区より職業奉仕委員長にお越し頂きます。

その委員長のお話しが「ガバナー月信」１０月号に掲載

されておりますのでご覧になって下さい。 

■ 退会ご挨拶                           

中沢 治久元会員 

今度、新橋に所在する本社で環境の仕事をすること

になりました。千葉南ロータリークラ

ブに２年３カ月おりましたが、お世

話になりまして有難うございました。

出来の悪い会員だったと思います

が、私は非常に楽しく過ごさせて頂

きました。震災後、千葉火力発電

所に新しいターミナルを作るという

ことで取り組んでおりましたので、もう少し居られるかと思

っておりましたが、今回、交代となってしまいました。マス

コミや政府から非常に厳しいことを言われている中、皆

様からの励ましの言葉を力に変えてやってまいりました。

新しい所でもその気持ちを胸にもっともっと頑張って東

電の再生を果たせれば良いかなと思っております。有難

うございました。 

■ Ｒ財団メジャードナー（大口寄付）記念品伝達                          

吉田 裕成会員 

  

吉田会員と 

出井会長 

 

 

■ 委員会報告                          

◇社会奉仕委員会より （北原俊彦委員長） 

ひかり学園より、今年も野菜販売とバザー献品のお願

いが来ております。野菜購入については、テーブルに注

文票がありますので、ご記入下さい。是非ご協力下さい

ますようお願い致します。 

◇会員増強委員会より （塩谷邦昭委員長） 

今年度のスタートと同時に会員増強のお願いをすると

同時に、会員紹介カードの提出をお願いしましたが、ま

だ出ておりません。ぜひともご提出くださいますよう宜しく

お願いします。 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

・次週（１４日）の例会は秋季日帰り旅行のため、移動例

会です。（千葉駅ＮＴＴ前 8：00 蘇我駅千葉ＢＫ前 8：15） 

・国際大会が来年５月６日～９日、タイのバンコクで開

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 
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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 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

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 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 



催されます。是非ご参加ください。 

■ ニコニコボックス報告                     

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

栗原和保会員、本日の卓話、宜しくお願いします。 

◇伊藤 和夫会員 

千葉南ロータリークラブ会員の皆様、今年もひと株ず

つ刈り取り、おだ掛け天日干しの美味しい米が出来まし

た。どうぞご賞味頂ければ幸いです。 

◇上田 欽一会員 

実家の徳島より酢橘（すだち）が届きました。少しですが、

秋刀魚等でご賞味下さい。 

◇川合 柾栄会員 

１０月１５日より２３日迄、「第６３回県展」が開催されま

す。日本画部門にロータリーの春の旅行で取材した作

品を出品致します。よろしく。 

◇鈴木 美津江会員 

皆様こんにちは。先日の缶詰めの件では、ご支援有

難うございました。お蔭さまで３４，０００円になりました。

早速、現金書留にて送らせて頂きました。郵便局での領

収書を回覧させて頂きます。有難うございました。 

◇中沢 治久元会員 

ご挨拶が遅くなってしまいましたが、１０月１日より本店

勤務となりました。２年３カ月という短い間でしたが、大変

お世話になり、有難うございました。特に震災以降は心

強い励ましを頂き深く感謝申し上げます。 

 

■ １０月度 会員誕生日祝い・結婚記念日祝い             

≪誕生日祝い≫ 

５日 出井 清会員   １６日 村田 紀之会員 

３１日 川合 柾栄会員  

≪結婚記念日祝い≫ 

 ２日 梅村 星児会員   ７日 塩谷 邦昭会員 

１０日 川合 柾栄会員  １４日 出井 清会員 

１５日 本田 博会員    ２９日 花澤 衛会員 

 

■ 出席報告 (会員数３７名)                    

 

出席者数３２ 欠席者数５ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ０ 修正出席率 次回にて 

 

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…『自己紹介と今思うこと』 

卓話者… 栗原 和保会員 

今回、自己紹介をさせて頂くにあた

り、改めて今まで平凡に生きてきたこと

を認識し、入会時にご紹介頂いた内

容を補足し、今、思っていることとして、

もう少し日本人が「おせっかい」になる

べきではないかというお話しをさせて

頂きます。 

 最近の結婚披露宴では、媒酌人が

いない式がほとんどです。私が初めて媒酌人のいない式に出席し

たのは、１５年以上前と記憶していますが、新郎が自分たちの自

己紹介を始めた時は、大変驚いたものです。今ではそれが主流と

なってきています。 

私は、最初に配属された支店のお取引先の紹介で、見合い結

婚をしました。当時、土曜日は休みではなく、毎日遅くまで仕事を

しており、女性との縁などない状況でした。他の方からも見合いの

話をいただき、今思えば大変有難いことであったと思います。私の

事例で申し上げたいことは、当時は「おせっかい」と思われても、

他人の心配をする人が多かったのではないかということです。私

は今日まで、独身である多くの優秀な男性と、才色兼備の女性を

見て、これらの方々が子孫を残さないことは、国の損失だと思って

きました。昨今では、結婚の話を下手にすると、セクハラととられる

リスクもありますが、少子化対策としても、余計な「おせっかい」が

必要ではないかと思います。 

 話しは変わりますが、近頃、再評価されている「江戸しぐさ」の中

に、「傘かしげ」と呼ばれる行為があります。これは、他人とすれ違

うとき、お互いの体に雨のしずくがかからないようにする、相手に

対する思いやりと、譲り合いの精神を表現したものだそうです。 

 私は、毎朝出勤途上で歩道橋を通るのですが、横に並んで前

から歩いてくる小学生が、よけようとしないことがあります。また、電

車に乗ろうとしたとき、鞄を通路に置き、乗車の妨げをしている高

校生の集団。私は若干のリスクを感じながらも、そのつどやんわり

と注意することにしています。彼らにしてみれば、余計な「おせっ

かい」かも知れませんが、私の経験からも、他人から言われて気づ

くことは多々ありました。近頃、殺伐とした話題や事件が目立ちま

す。近くで生活していた人が、もう少し「おせっかい」であったなら、

防げた事例もあったのではないでしょうか。私の好きな時代劇によ

く出てくる、人情長屋の「おせっかい」な人々を見習い、他人に少

しでも興味を持って生活すれば、わが国は、より住みやすい国に

なるように思います。 

 

第２３３１回例会 

＜秋季日帰り親睦旅行＞ 

日時⇒  平成２３年１０月１４日(金) 点鐘１２：３０ 

行き先⇒ 大多喜方面 

第２３３２回例会 

日時⇒  平成２３年１０月２１日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『職業奉仕について』 

卓話者⇒ 国際ロータリー第２７９０地区 

職業奉仕委員会委員長 始平堂 玄昌様 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 27,000 円 累計 263,000 円 

金の箱  460 円 累計 3,779 円 

千葉ＲＣ 月 10/31・11/7 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/25・11/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/1・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 11/2 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/9・11/30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/10 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 


