
   ２０１２年１月第１週号 

第２３４１回 
平成２４年１月１３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 

■ 乾杯                               

杉本 峰康会員 

新年、明けましておめでとうございます。半年後より幹

事をやらせて頂きますので、是非今後ともよろしくお願い

致します。千葉南ロータリークラブの益々の発展と皆様

のご健勝を祈願致しまして乾杯！ 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

新年おめでとうございます。会長職も上期が終わりま

したが、６月末まで一生懸命務めて行きたいと思います。

何かと他のクラブとのお付き合いがありまして、この１２月

はかなり出かけることが多かったです。今後とも楽しい例

会が出来ますよう親睦活動委員会、プログラム委員会を

中心に企画して頑張って行きたいと思います。今後とも

絶大なるご支援をよろしくお願い致します。また、５０周

年には、５０人以上の会員になるように会員増強にも力

を入れて行きたいと思いますのでご協力の程、宜しくお

願い致します。 

〈理事・役員会及びクラブ協議会報告〉 

１． ＩＭ開催について 

２． 退会届の件 江幡会員、承認される 

■ 報告                               

◇鈴木美津江会長エレクトより 

得居ガバナーエレクトより、次年度の予定が届いてお

ります。 

・会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー 

３/３１（土）０９：００～１７：３０ （ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ幕張） 

・地区協議会 

４/３０（月）０９：００～１６：００（ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ベイ幕張） 

・地区大会記念ゴルフ大会 

９/２４（月） （鷹之台ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部） 

・地区大会 

第１日目 １０/２０（土）（ホテル ザ・マンハッタン） 

第２日目 １０/２１（日） （森のホール２１） 

■ 委員会報告                          

親睦委員会より（竹尾白委員長） 

１２/１６忘年家族例会会計報告 余剰金４１，２３５円

は親睦委員会へ繰り入れさせて頂くことになりました。 

クラブ運営資金会計報告（会計 栗原 和保会員） 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

・次週（２０日）の例会は、移動例会です。（会場：ＮＨＫ

千葉放送局１階会議室） 例会終了後、施設を見学させ

て頂くことになっております。車の方は、オークラさんへ

置かせていただき、徒歩でお越し下さい。 

・インターシティミーティング⇒ ２/１４（火）点鐘１５：００ 

会場は、ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちばです。全員登録。 

ＩＭ終了後に懇親会がありますので宜しくお願いします。 

■ 会員誕生日・結婚記念日祝い                   

≪誕生日祝い≫ 

１日 小野 成子会員  ４日 上田 欽一会員 

５日 三宅 廣会員   ６日 末吉 淳子会員 

２０日 杉本 峰康会員 ２５日 土屋 武次会員 

２５日 水野 謙一会員 ２５日 鮫島 永一会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

２２日  水野 謙一会員   ２６日  北原 俊彦会員 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

皆さん、明けましておめでとうございます。昨年中は、

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 
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皆様のご協力、誠に有難うございました。下期に入り、気

を引き締めて千葉南ＲＣの運営に頑張りますので宜しく

お願い致します。 

◇鈴木美津江会員・杉本峰康会員 

明けましておめでとうございます。今年は特に宜しくお

願い申し上げます。 

◇植松 省自会員 

新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い申し

上げます。寺澤さん、クリスマス会の写真、有難うござい

ました。家族が喜びます。 

 

■ 出席報告 (会員数３７名)                      

 

出席者数２７ 欠席者数１０ 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 

 

 

 ・・・ クラブフォーラム ・・・  

クラブ奉仕委員会      斎藤 昌雄委員長 

                   (代理 伊藤 和夫幹事) 

下期につきましては、毎週の例会のほか、１月２７日に

屋形船例会、２月１４日にホテルポートプラザちばでの

IM、３月３０日に花見移動例会、５月に予定している１泊

親睦旅行、６月２９日の最終例会が夜例会となっておりま

すので親睦活動委員会を中心に各委員会と協力して進

めてまいりたいと思います。 

又、例会プログラムの一層の充実を図ると共に、会員

増強につきましては引き続き、会員増強委員会のもと一

人でも多くの新会員の入会を目指してまいりたいと思い

ますので会員の皆様のご協力を宜しくお願いいたしま

す。 

職業奉仕委員会       寺澤 一良委員長 

職業奉仕委員会では、会員の皆様は優秀な職業人

であり、ロータリークラブの会員資格があるわけですから、

指導も監督も監視も出来るわけがございません。一人一

人がそれぞれの職業の道徳的水準を高めるために努力

をしていただいているのであります。 

上期は、地区職業奉仕委員長さをお招きして「職業奉

仕について」の卓話を頂戴しました。下期は、１/２０の例

会を移動例会として向後会員の計らいでＮＨＫ千葉放

送局の新社屋を見学することになっております。また、

「職場訪問及び親睦旅行」を５月に実施したいと考えて

おりますが、親睦委員会と協力して、有意義な職場訪問

が出来るよう計画を練って行きたいと思っております。 

社会奉仕委員会       北原 俊彦委員長 

今年度の活動計画として、ひかり学園の支援と地球環

境問題への取り組みを掲げました。特にひかり学園は、

長年支援しており、歴代に亘り社会奉仕活動の実績を

残しております。そのような中、ひかり学園より、１９年間

使用した食卓用のテーブルの老朽化が進み危険である

というようなお話しを頂きました。そこで今回、吉田会員

のご尽力により、地区Ｒ財団補助金（２００，０００円）を利用

してテーブル６台（４１２，６５０円）を贈呈しました。 

地球環境問題の植樹活動として、当クラブ５０周年記

念事業にも関わっておりますが、支川都川の土手に桜

の苗木を６年前から植樹しております。今年も２/２６日

（日）に４０本を植える予定です。興味のある方は是非ご

参加下さい。 

国際奉仕委員会       水野 謙一委員長 

国際奉仕委員会には、ＷＣＳ・青少年交換委員会、米

山記念奨学会委員会、ロータリー財団委員会があります

が、いずれも皆様のご協力がなければ目標を達成するこ

とが出来ません。会員皆様の団結の心、奉仕の心が数

字になって表れてくる部門でもあります。“絆”を大切にし、

このクラブを大切にし、皆様方のご協力をよろしくお願い

致します。５/５～５/９まで世界大会がタイで開催、８/３１

～９/１には日韓親善会議がグランドプリンスホテル新高

輪で開催されます。是非ご参加ください。 

新世代奉仕委員長      吉田 裕成委員長 

平素は新世代奉仕活動において深いご理解とご協力

を賜り誠に有難うございます。年初にお話ししましたよう

に新世代奉仕委員会の役目と致しまして、次代を担う青

少年たちを地域社会の善良で健全な市民に育て上げよ

うということで、その一助として、２月１８日・１９日に開催さ

れる「第３５回ＲＹＬＡ（ロータリー青少年育成）セミナー」

へ当クラブから上田会員のご協力によりまして、昨年に

引き続き綜合警備保障㈱千葉支社から２名の若者にご

参加いただけることになりました。会場は、船橋市立「一

宮少年自然の家」です。下期も宜しくお願い致します。 

 

 

 

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 

第２３４３回例会 

【懇親屋形船例会】 

日時⇒ 平成２４年１月２７日(金) 点鐘１６：００ 

      蘇我駅１４：００  千葉駅ＮＴＴ前１４：１５ 

出航⇒ 浜松町１５：３０ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 351,976 円 

金の箱  515 円 累計 18,596 円 

千葉ＲＣ 月 1/23・2/13 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/14 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/14 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 2/15 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/15・29 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/2・9 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/9・16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


