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◆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 

・第３分区Ｂガバナー補佐 三木 敏靖様 

・元  〃           大木 喜彦様 

・千葉緑ＲＣ／会長 長嶋 利忠様  

会長エレクト 中島 東一様、副幹事 賀来 秀様 

金田 豊成様、郭 福男様、松﨑 久夫様、板谷賢治様 

・社会福祉法人「槇の実会」理事長 児玉 章様 

・第１ひかり学園 園長 武藤 直樹様 

・佐藤 知秋様（江幡会員ご友人） 

・林 理智子様（小野会員ご友人） 

・Ｒ財団奨学生候補者 岡田 茜様 

・新井 理加様、高林 麻衣様（千葉ＢＫ秘書室） 

・会員ご家族様多数 

 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

皆さん、今晩は。千葉南ロータリークラブ「Ｘマス忘年

家族例会」にようこそいらっしゃいました。三木ガバナー

補佐、千葉みどりＲＣの皆様、会員のご家族、ご友人、社

員さん、多数お集まり頂き有難うございます。ロータリー

では、１２月は「ロータリー家族月間」となっております。

家族があってこそのロータリー活動ですし、ロータリアン

の活動をご家族の方々にも充分ご理解頂き、より一層の

ロータリー活動推進に励もうと、メンバー全員が思ってい

ます。この場をお借りして感謝致します。加えて、親睦委

員の皆さんがこの会を盛り上げるべくご努力いただき、

有難うございます。 

尚、伊藤幹事ですが、本日９名のご家族をお連れに

なる予定でしたが、残念ながら身内でご不幸があり、欠

席となってしまいました。 

会長に就任して半年、会員皆様の温かい励ましで何

とか半分を終えようとしています。下半期も皆さんのご協

力とご支援で乗り切りたいと思います。宜しくお願い致し

ます！ 

■ ご挨拶                             

◇第３分区Ｂガバナー補佐  三木 敏靖様より 

皆様、こんばんは。先ほど会長がお話されたように私

の任務も約半年と少しになって参りました。特に千葉南Ｒ

Ｃの皆様、水野直前ガバナー補佐には心からなるご指

導ご援助をいただき御礼申し上げます。有難うございま

した。 

今年は、３．１１東日本大震災という記憶にも記録的に

も残る年となってしまいました。来年は、復興も含めまし

て良い年になりますように、心から祈念致します。 

今宵は、私もお仲間に入れて頂き、存分に楽しませて

頂きまして年忘れの会として記憶に残したいと思いま

す。 

◇千葉緑ＲＣ・会長 長嶋 利忠様より 

皆さんこんばんは！そして、メリークリスマス！ 

今日は楽しい会が盛大に行われることを望んで挨拶に

代えさせて頂きます。 

■ ひかり学園へ食卓用テーブル贈呈式                            

社会奉仕委員会委員長 北原 俊彦会員より 

当クラブが長年に亘り支援しております「ひかり学園」

の研修用兼食卓用のテーブルが、１９年間使用している

ため老朽化が著しいということで、このたび、地区Ｒ財団

補助金（２００，０００円）を利用させていただき、当クラブ創

立５０周年記念事業の一環として、食卓用テーブル６台

（４１２，６５０円）を贈呈したいと思います。 

社会福祉法人『槇の実会』理事長 児玉 章様より 

 本日は、たいへん高額な品物をご寄付いただきまして

有難うございます。千葉南ＲＣの皆様には、いろいろな

品物の献品、バザーの献品、それから、私どもが作りまし

た野菜等を購入いただき、本当にお世話になっており、

有難うございます。このテーブルは有効に使わせて頂き

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 
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ます。ひかり学園は、現在、１５０名の利用者がおります。

職員は、１００名を超す大所帯になってきており、社会的

責任の大きさを痛感しております。 

私どもは、３つのスローガンを提示しております。 

一つ目は、常に笑いの絶えない学園づくり 

二つ目は、公正にして透明性のある学園運営 

三つ目は、周囲の方々から愛される学園 

今後も頑張って行きたいと思っておりますので、是非皆

様方の変わらないご支援をよろしくお願い申し上げます。 

本日は有難うございました。 

 

                           

                            

                            

 

 

 

 

 

     出井 清会長  児玉 章様 武藤直樹様 

■ Ｒ財団メジャードナー感謝状贈呈                   

 

左から 

出井 清会長 

 

吉田裕成会員 

 

野城友三 

Ｒ財団委員長 

 

 

吉田会員におきましては、Ｒ財団メジャードナー（１０，

０００ドル＝８２０，０００円）として大口寄付をしていただき

ました。そこで、クラブとして感謝の気持ちで感謝状を差

し上げたいと思います。 

■ 皆出席者表彰                        

通算 ３５年  野城 友三会員 

通算 ２０年  金親 博榮会員 

■ ニコニコボックス報告                   

◇千葉緑ＲＣ／会長 長嶋 利忠様、参加者一同様 

千葉南ロータリークラブの皆様、こんばんは。１０日の

千葉緑ＲＣの忘年例会へたくさんの皆様にお越しいただ

き、深く感謝申し上げます。本日は、皆様と楽しい時間を

過ごせるよう、楽しみにやって参りました。宜しくお願い

致します。 

◇出井 清会長 

本日は、Ｘマス忘年家族例会にお集まりいただき、誠

に有難うございます。今宵は大いに楽しく過ごしましょ

う！ 

◇斎藤 昌雄会員 

皆さん、こんばんは！大勢のお客様を迎えての忘年

家族例会、大いに楽しみましょう！ 

◇吉田 裕成会員 

 メリークリスマス！今夜は楽しく過ごしましょう！ 

◇竹尾 白会員 

メリークリスマス！三木がバナー補佐、千葉緑ＲＣの皆

様、ゲストの皆様、ご家族の皆様、ようこそいらっしゃいま

した！ごゆっくりお過ごし下さい！ 

 

お知らせ！ 

次週２３日（金）は祝日となっておりますので、今年の例会は本

日で終わりとなります。 来年は１月１３日（金）から始まりますので

お間違えのないよう宜しくお願い致します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

●開会のことば （出井 清会長） 

Merry Christmas!＆HAPPY NEW YEAR！ 

●乾杯 （土屋武次会員） 

今年は大変なことがございまし

たが、この日本は終戦後の廃虚の

中から、今現在のこの繁栄した国

になっております。従いまして、今

年の大きな不幸も立派に乗り切れ

ると確信しております。皆様方のご

健勝と、ロータリアンは誇りを持っ

た人々の集まりであるということを

胸に秘めて大きな声で乾杯をした

いと思います。 乾杯！ 

 

●サンタクロースがプレゼントを持ってやってきてくれました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良い子にしてたか

な・・・？ 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 20,000 円 累計 346,976 円 

金の箱 - 円 累計 18,081 円 



●アトラクション   

  ケーキショー  ドルチア  木村 修氏 ↓ 

網野まことバンド ↓ 

 

 

 

 

 



♪きよしこの夜 
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             ジャンケンポン！！ 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

♪指揮者は小林会員 

 

 

★  

 ★          皆様、良いお年をお迎え下さい！ 

 

第２３４１回例会 

日時⇒  平成２４年１月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『新年ご挨拶』   

卓話者⇒ 出井 清会長 

≪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２３４２回例会 

【移動例会】 

日時⇒  平成２４年１月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

会場⇒  ＮＨＫ千葉放送局（新社屋見学） 


