
 ２０１２年７月第１週号 

第２３６４回 
平成２４年７月６日(金) 点鐘１２：３０〈くもり〉  

国歌斉唱    『君が代』 

ロータリーソング 『我等の生業』 

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                  

・千葉西ＲＣ／川島治代様、田口美恵子様、野口アキ子様 

・千葉中央ＲＣ／藤原勝己様 

・市 原ＲＣ／会長・小川長二様、幹事・長田博正様 

      山崎邦夫様、千葉精春様、西村美和子様 

・千葉港ＲＣ／会長・船木幹夫様、幹事・岩澤和夫様 

      高橋宏哲様 

・市原中央ＲＣ／会長・池田兼雄様、幹事・三好和彦様 

       千葉英隆様 

・千葉北ＲＣ／会長・榎本初雄様、萩庭寿山様 

・千葉緑ＲＣ／会長・中島東一様、幹事・賀来 秀様 

      松崎久夫様、藤田静江様 

・米山奨学生／王 欣さん 

 

■乾杯                      

 

鈴木会長、杉本幹事を一年間乗り

越えるために皆さんで応援しまし

ょう！！ 

     

 

 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長     

新旧、理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１．前年度決算報告       承認 

２．2012-13 予算について    承認 

 

３．2012-13 委員会構成について 承認 

４．2012-13 行事予定について  承認 

■入会式                     

榊原 行彦会員 （㈱さかき 代表取締役） 

 紹介者…水野謙一会員、塩谷邦昭会員 

６月までは、父が大変お世話になり

ました。親孝行は生きているうちにと

いうことで、こういうことに相成りまし

た。 

皆様、何卒よろしくお願い致します。 

■ご挨拶                     

千葉西ＲＣ・直前会長 川島 治代様 

皆様こんにちは。 

出井さん、伊藤さん、一年間ご苦労様でございました。鈴

木会長と杉本幹事さん、新しい船出が始まりました。おめ

でとうございます。会長という職務は、皆さんスラリとや

っていらっしゃるので大したことはないと思っておりまし

たが、いざ自分がやってみると結構大変で、いつ終わる

のかと毎日暦を捲っておりました。今はホッとしておりま

す。この会長職というのも、幹事職というのも、大勢の会

員の皆様のご協力がなくては一歩も前に出ることは出

来ません。その年度を無事に終わるということは、会員

の皆様の大きな友情とご協力があって初めて成し遂げる

ことが出来ると思います。初めての女性会長さんでもあ

るし、伝統のある千葉南クラブさんでもあります。健康で

無事一年間が終わりますよう祈念致します。 

■マルチプル米山功労者記念品伝達                   

 金親 博榮会員 

■会員誕生祝い・結婚記念日祝い           

《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 ２５日 松崎 章夫会員 

《結婚記念日祝》 

  ３０日 国友 忠一会員 

■委員会報告                           

◇国際奉仕委員会より（寺澤一良委員長） 

 第１１回日韓親善会議が、グランドプリンスホテル新高輪

において、８月３１日（金）～９月１日（土）に開催されます。

皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

       

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会報 

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 鈴木 美津江      幹 事 杉本 峰康          会報委員長 村田 紀之 

≪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）        



 

■ニコニコボックス報告                    

★藤原 勝己様（千葉中央ＲＣ） 

初の例会おめでとうございます。鈴木会長、杉本幹事

のご活躍を祈念致します。 

 

★川島 治代・田口 美恵子・野口 アキ子様（千葉西ＲＣ） 

初の女性会長での船出、誠におめでとうございます。

会長、幹事、会員の皆様、一年間頑張って下さい。 

 

★ＩＲ５・６会の皆様 

鈴木会長・杉本幹事さん、健康に気を付けて一年間頑

張って下さい。皆で応援しています。 

 

★松﨑 久夫様（千葉緑ＲＣ） 

いよいよ鈴木会長、杉本幹事年度のスタートです。女性

会長としての切り口でご活躍されることをお祈り致しま

す。 

 

★鈴木 美津江会長、杉本 峰康幹事 

皆様、こんにちは。いよいよスタートしました。緊張して

おります。本日は大勢の皆様のご来訪を頂き、誠に有難う

ございます。どうぞごゆっくりお過ごし下しませ。千葉南

クラブ会員の皆様、一生懸命頑張りますので、あまりいじ

めないで下さいね。鉄のサッチャーではありませんので、

どうぞお手柔らかに・・・。 

一年間、宜しくお願い申し上げます。 

 

★花澤 衛会員 

友達の友達の森田日記さん、ようこそ我が千葉南ＲＣ

へお越し下さいました。シャンソンを楽しみにしておりま

す。 

 

★国友 忠一会員 

７月３日は誕生日で、満９１歳になりました。ロータリーに

感謝致します。 

 

★出井 清会員 

昨年度は、皆様には大変お世話になりました。今年度は、

鈴木会長を全面的にバックアップして行きたいと思いま

す。尚、最終例会で旧年度テーマ旗に寄せ書きして頂い

たものをお店のログハウス内に 

掲げさせていただきました。熱いメッセージを有難う

ございます。生涯の記念になりました。 

 

★吉田 裕成会員 

鈴木会長、杉本幹事、頑張って下さい！ 

皆様、社会奉仕委員会へのご協力、何卒よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 

■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２２   修正出席率 ８４．２１％ 

 

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… 鈴木 美津江会長 

         

皆様、こんにちは。 

本日はお忙しい中、当クラブ初例会

に大勢の皆様にご参会いただきまして誠に有難うござ

います。本当に感謝申し上げます。 

本年度会長を仰せつかりました鈴木でございます。ご

指導、ご支援、ご協力の程、どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。 

本日ご来会のお客様は、皆様心配で心配でという心境

だと思います。会長をお受けするのは大変迷いました。伝

統あるクラブに汚点をつけてしまのではないだろうか・・・。

上手に運営していけるのだろうか・・・。とても心配でした

が、１０年間お世話になった諸先輩はじめ他クラブの方々

に今までご指導いただいた恩返しができないのでは申

し訳ないと思い、今回お受けすることに致しました。 

先日、クラブ内の大先輩に“鉄の女、サッチャー”である

と言われました。本人はノミの心臓とシルクのような繊

細な神経の持ち主であり、いつも心で泣いて顔で笑って

いるのです。きっとサッチャーさんの様に強くなりなさい

と仰って下さったのだと思いました。本当に有り難い助言

をいただき有難うございました。今年度１年間実践したい

と思います。 

皆様のご恩に応えるべくこの１年、本業も精一杯、ロー

タリーも精一杯頑張ります。今、ここにきて如何に勉強不

足であったか本当にわかりました。皆様には不満足な部

分も多くあろうかと思いますが、どうかどしどしご指導下

さい。 

田中ＲＩ会長は今年のテーマを”奉仕を通じて平和を“と

されました。奉仕とは生き方です。それは、思いやりの心

を重んじることであり、調和へと至る道です。と仰ってお

られます。どれだけ、このテーマに近付き実践することが

できるか一生懸命考えて実行できたらと思います。また

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 44,000 円 累計 44,000 円 

金の箱  100 円 累計 100 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 7/31 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/31 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 7/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 7/25 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/19 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



楽しくなければロータリーではないとも教えて頂きまし

た。この言葉を念頭に置いてこの１年間、活動して参りま

す。 

我が千葉南ロータリークラブは、来年斎藤年度に創立

５０周年を迎えます。２年前から野城実行委員長の下、記

念事業・行事の計画が着々と進んでおります。具体的には

まだ本決まりではありませんが、本日ご来会の皆様には

記念式典に是非ともご参加くださいます様お願い申し上

げます。２０１４年春の予定です。 

“５０周年を会員５０名で”という目標を立てましたが、

なかなか思うように会員増強が進んでいない現状です。

千葉南ロータリークラブのどこに魅力がないのか、中に

おりますとなかなかわかりません。今年は移動合同例会

を第３分区Ｂ内のクラブの皆様にお願い致しました。皆様

のクラブに伺って大いに勉強をさせて頂きたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

斎藤年度に是非今年を踏み台として、５０年からの千葉

南ロータリークラブが益々素晴らしいクラブになるよう

協力させていただきたいと思います。 

出井直前会長が手作りしてくださいました、こちらにあ

るパネルに書かれているように、今年のスローガンを“５０

周年を皆の力で有意義に迎えるために”と決めさせてい

ただきました。１年間、よろしくお願いいたします。 

以上で会長挨拶とさせて頂きます。本当にたくさんのお

客様、そして会員の皆様、有難うございました。 

（文責 村田 紀之） 

 

 

シャンソン歌手 森田日記さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

第２３６５回例会 

日時⇒  平成２４年７月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

≪クラブフォーラム≫ 

 クラブ奉仕委員会 … 竹尾   白委員長 

 職業奉仕委員会  … 野城 友三委員長 

 社会奉仕委員会  … 吉田 裕成委員長 

 国際奉仕委員会  … 寺澤 一良委員長 

 新世代奉仕委員会  … 植松 省自委員長 

 

第２３６６回例会 

日時⇒  平成２４年７月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

≪第１回 「ロータリーを知る会」≫ 

 ロータリー情報委員会  委員長 出井 清 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１例会から大勢

のお客様にお出で頂

き、感謝致します！ 

有難うございました！ 


