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第２４４５回 
平成２６年４月４日（金） （曇り） 於：オークラ千葉ホテル 

― 創立５０周年記念特大号 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピアノ演奏 大原保人様（新千葉ＲＣ） 

 

≪司会≫幹事    植松省自 

直前会長 鈴木美津江  

 

１７：００ 点鐘                  会長 斎藤昌雄 

 

・開会の言葉       ５０周年実行副委員長 吉田裕成 

・日本国国歌斉唱 『君が代』 

・大韓民国国歌   『愛國歌』 

・ロータリーソング  『奉仕の理想』 

・物故会員追悼「黙祷」 

・ご来賓紹介                  会長 斎藤昌雄 

・ご参加クラブ他紹介             幹事 植松省自 

・会長挨拶                   会長 斎藤昌雄 

『本日、千葉南ロータリークラブ・創立５０周年記念式典

開催にあたりまして御礼のご挨拶を申し上げます。 

本日は、年度初めで何かとご多用のところ、千葉市長・

熊谷俊人様、第２７９０0 地区ガバナー・関口徳雄様、ガバ

ナーエレクト・宇佐見透様、パストガバナーの皆様、第３分

区Ａガバナー補佐・並木鷹男様、第３分区Ｂガバナー補

佐・石井七郎様、当クラブのスポンサークラブ・千葉ロータリ

ークラブを代表されまして、会長・櫻木英一郎様、第３分区

内の各会長、幹事様と会員の皆様をはじめ各クラブから、

そして懐かしい元会員の皆様ほか多くの方々にご来臨を

賜り誠にありがとうございます。 

また、親交クラブの東仁川ロータリークラブの方々が遠路

はるばる韓国より、さらには韓日親善会議のご縁で東京飛

火野ロータリークラブから、第２７５０地区ガバナーノミニー

の水野様が本日の式典に御来臨くださいましたことを心よ

り厚く御礼申し上げます。 

当クラブは、東京オリンピックの開催された１９６４年の１

月１０日に創立総会を開き、同年３月２日に国際ロータリー

の正式な一員として加盟承認され、千葉ロータリークラブの

子クラブとして千葉市内で２番目に創立されました。創立に

当たりましては、スポンサークラブ千葉ロータリーの特別代

表、川口幸造様のご指導と甚大なるご尽力があったと聞き

及びます。同年１２月５日に認証状伝達式が挙行されまし

たので、ここに半世紀にあたります５０年を経過いたしまし

た。 

本日、光栄なことに千葉南ロータリークラブ創立５０周年

記念式典を挙行できますことは、公私共にお世話を頂きま

したご来賓各位をはじめ、先輩クラブのご指導、歴代会長

のご努力、全ロータリアンの皆様の熱心なご指導と友情あ

ふれるご援助によるものであります。千葉南ロータリークラ

ブは２６名のメンバーで設立し、２０年前の３０周年時には９

４名の会員数でしたが、４０周年時には５９名となり、その後

減少するばかりで３年前にはついに３４名になってしまいま

した。そこで「５０周年を５０名の会員で迎えよう」という目標

を掲げ全会員が会員増強に英知と努力を注いだ結果、こ

こに５０名の会員達成が叶いました。５０年を振り返り、設立

時の先輩諸兄の思いに心を馳せ、先輩各位のご努力を受

け継ぎ、次なる歴史を築くため５０名の会員の力を結集し、

更に愛情深く守り育ててまいりたいと思っております。 

さて、今日、戦争、飢餓、自然災害の脅威がこの地球上

の至る所にとめどなく押し寄せ、平和な世界への道をふさ

いでいます。世界には多くの犠牲になられた方々、不幸な

方々がたくさんおります。私達が互いに支えあい奉仕活動

が出来ますことは、人としての使命であると思います。私達、

千葉南ロータリークラブ会員はこの５０周年を機に地域に根

ざした奉仕活動は勿論のこと、会員一人一人がロータリア

ンとしての自覚を高め、誇りを持ち「世のため人のため」に

尽力し更なる発展に努めて参りたいと思います。 



最後に、本日ご来臨賜りました皆々様のご健勝と各ロー

タリークラブのご発展を心よりお祈り申し上げましてご挨拶

に代えさせていただきます。』 

 

・スポンサークラブご挨拶  千葉ＲＣ会長 櫻木英一郎様 

 『千葉南ロータリークラブ創立５０周年、おめでとうござい

ます。 貴クラブは千葉市内で２番目のロータリークラブとし

て創立され、その時に私ども千葉クラブがお世話をさせて

頂きました。以来、５０年間の貴クラブの輝かしい歴史を作

って来られた先輩ロータリアンの方々に深く敬意を表しま

す。 

 さて、貴クラブの親は千葉、その親は東京、その親はダラ

ス、ダラスは本家クラブなのでＲＩに直結しています。貴クラ

ブも我が千葉クラブも、又、日本中、世界中のクラブがその

先をたどれば皆ＲＩに通じています。ＲＩからの血脈を受けて

います。 

１９６４年、千葉南クラブ設立時にはロータリーは既に６０

年の歴史を持っていました。よって、今年は千葉南ＲＣとし

ては５０周年ですがロータリーとしては通算１１０年であり、

貴クラブも世界中のクラブも１１０年の歴史を負っていること

になります。  

 ロータリーの１１０年の歴史は議論、論争、分裂の激動の

歴史でした。しかし現在の我々は先人の大変な苦労によっ

て築かれたロータリーを、会費を払うだけで享受しています。 

ロータリーソング、国家、国旗、食事、卓話などには皆その

起源があり、それぞれ先人の涙ぐましい努力の跡でありま

す。 

 我々は胸にバッヂを着け、例会でロータリーソングを歌い、

国歌を歌い、食事をし、卓話を聞く・・これらは先人の努力

とロータリーの長い歴史を感じて、意識して、感謝する瞬間

であります。 

我々ロータリーの会員全員が１１０年の歴史を負ったロー

タリーという流れに身を投じていることになる訳です。この歴

史の中で築き上げられたロータリーの基本理念を「不易」と

し、千葉南という地域性、会員の特性、時代の様相に対応

して運営を変えることを「流行」としてロータリーは継続され

るものだと思います。 

 こう考えると貴クラブも、親と言われる私どものクラブも同じ

であり、親も子もありません。今後も１１０年のロータリーの歴

史を背負いながら、貴クラブは貴クラブとしての輝かしい歴

史を１０年、２０年と重ねて、更に発展されることを祈念致し

ます。 

 千葉南ロータリークラブ５０年、そしてロータリー１１０年、

おめでとうございます。』 

 

・実行委員長挨拶      ５０周年実行委員長 野城友三 

『千葉南ロータリークラブは、ここに創立５０周年という大

きな節目を迎えることに相成りました。 

昭和３９年１月１０日に２６名の会員にて設立総会を開催

致しました。初代会長の田谷一氏は、「仲良く、楽しく、み

んなでやろう！」という言葉をテーマとされました。そして、

これまで諸先輩方のご指導を賜りながら、クラブの発展を

目指して奉仕活動を続けてまいりました。この素晴らしい記

念の日を迎えることが出来ましたのも、ご来賓の皆様をはじ

め、多数のロータリアンの皆様のお蔭と感謝とお礼を申し

上げます。 

創立記念事業に当たりましては、３年前に実行委員会を

立ち上げ、内容については全会員が一体となって検討し、

成功するよう努力してまいりました。 

記念事業としまして、 

１． 千葉市・支川都川「水の里公園」に合計５０本の桜

の苗木を植樹致しました。 

植樹に際しましては、ＮＰＯ法人「都川の環境を考

える会」の皆様には大変なご尽力をいただきまし

た。立派な花を咲かせ、市民の皆様に愛でて頂け

ますよう願っております。 

２． 長年支援しております、千葉県指定知的障害者

更生施設・「ひかり学園」に食堂用テーブル３台を

寄贈致しました。 

寄贈に際しましては、地区補助金を利用させて頂

きました。 

３． 親交クラブの東仁川ロータリークラブ(韓国)からの

申し入れを受け、グローバル補助金事業を行いま

した。 

この事業は、韓国仁川市の障碍人再活協会コン

ピューター教育施設のコンピューターが老朽化し

たため、新しく導入するというものです。 

  

今後も地球環境を考え、地域の皆様との協調を図って

自然豊かな千葉になりますよう、そして、国際交流を図るた

めにも奉仕活動に一層の努力を致します。 

このたび、５０周年を迎えるに当たり、“５０周年を５０名で

迎えよう”という目標を立てました。これに伴い、特別会員増

強委員会を設置、全会員が一致協力し、会員増強に力を

入れてまいりました。 

また、クラブ５０年の歩みのもと、更なる発展を遂げるため

にはどのようにしたら良いかを会員一人ひとりに問いかけ、

自覚と誇りを持って頂けるよう促したいと思います。 

最後になりましたが、ご来臨賜りました皆様の益々のご

健勝とご多幸をご祈念申し上げたいと思います。』 

 

・記念事業目録贈呈 

都川水の里公園へ 「桜の苗木５０本」  

千葉市長 熊谷俊人様 

 

 

 

 

 

 

 

植樹記念碑 

              苗木の可憐な花びらが青空に映えて 

いました。 （式典当日、永安会員撮影） 

 

 

ひかり学園へ 「食卓用テーブル６台」  

社会福祉法人槙の実会 理事長 児玉 章様 



・在籍４０年以上 特別表彰 

 土屋武次会員 昭和４４年 ６月 ６日入会 

太田和夫会員 昭和４５年 ７月 １日入会 

野城友三会員 昭和４７年１１月２４日入会 

国友忠一会員 昭和４８年 ５月 ４日入会 

花澤  衛会員 昭和４９年 ４月 ５日入会 

（土屋武次・斎藤会長・太田和夫・野城友三・国友忠一・花澤 衛）  

 

<表彰者代表お礼挨拶>  土屋 武次会員 

受賞者を代表いたしまして、謝辞を述べさせていただき

ます。ただいま、当クラブ創立５０周年記念式典にあたり、

特別表彰をいただきました。誠に感無量であります。これは、

単にいただいたというよりも、今まで我々がこうしてロータリ

ークラブで皆様と一緒におられたのも、クラブの皆さんが温

かい友情を示されて、我々は楽しく毎例会に出席出来たわ

けでございます。いろいろ申し上げようと原稿は書いてまい

りました。しかし、先ほどからいろいろなお方が先に申され

てしまいました。たとえば、ロータリークラブの例会は楽しく

なければいかんとか、みんなで奉仕活動をやるのだとか、

ロータリアンは誇りを持っていなければならない等々・・・。 

私は９０歳になりました。４５歳の時に入会して４５年間、

皆さんと一緒に楽しく毎週金曜日を楽しみにして出席して

きたわけです。長生きすることは結構なことです。どうぞ皆さ

んも、長生きして記録を作っていただきたいと思います。 

ありがとうございます。引き続き、今後とも宜しくお願い致

します。 

 

・祝辞      

千葉市長   熊谷俊人様 

『千葉南ロータリークラブの創立

５０周年を心からお祝い申し上げ

ます。 

 貴クラブの皆様には、昭和３９年

に創立されて以来、５０年の長き

にわたり、幅広い奉仕活動を積極

的に展開されますとともに、地域における親睦と交流を深

められ、明るく住みよい地域社会づくりに多大の成果をおさ

められておりますこと、心から敬意と感謝の意を表します。 

さて、現在、本市は、人口減少や少子・超高齢化社会へ

の対応など、かつて経験したことのない社会構造の大きな

転換期に直面しています。 

このような状況を踏まえて、子ども医療費助成の対象拡

大や待機児童対策などによる子育て環境のさらなる充実や、

学校・家庭・地域が連携した子どもの育成に取り組むととも

に、高齢者の皆様がいきいきと暮らし、地域活性化の担い

手となっていただけるよう、地域と一体となった助け合い・

支え合いネットワークの構築などに積極的に取り組んでい

るところです。 

このような中、貴クラブの皆様におかれましては、独自の

奨学基金の運営や「国際里山の集い」活動など、様々な分

野でご活動いただいておりますこと、大変心強く思っており

ます。 

 どうか、皆様には、奉仕と友愛の精神と業種を越えた連携

のもと、明るく住みよい地域社会づくりにご尽力いただきま

すとともに、市政発展のため、また、未来へつなぐまちづく

りをともに進めていくため、一層のご支援・お力添えを賜り

ますよう、心からお願い申しあげます。 

 おわりに、千葉南ロータリークラブの今後ますますのご発

展と会員の皆様のご健勝・ご活躍をお祈りいたしまして、ご

挨拶といたします。』 
 

国際ロータリー第 2790 地区  ガバナー  関口徳雄様 

『千葉南ロータリークラブの皆様、

創立５０周年を迎えられましたこと誠

におめでとうございます。 

 いつも思うのですが、１０年一昔と

言いますが、正にその５倍もの年月

を経た今日でありますので、その歴

史は勿論のこと、貴クラブにおける

奉仕活動の積み重ねは、何程のものか一言では言い尽く

せないものと推察致します。 

 貴クラブは、千葉ロータリークラブをスポンサーとして、１９

６４年（昭和３９年）に千葉県下では２２番目、日本では５９３

番目のクラブとして会員２６名で発足したと聞き及んでいま

す。 

 その頃の時代背景と言えば、高度経済成長の真っ只中

であり、日本国中ドラム缶をひっくり返したような大喧噪の

中で、その年１０月に東海道新幹線が開通し、東西のアク

セスが飛躍的にのびたことと同時に、待望の東京オリンピッ

クが開催され、日本人の愛国心を奮い立たせたものでした。

又、ロータリーの世界ではその前年に日本最初のインター

アクトクラブが仙台に誕生し、千葉県最初のインターアクト

クラブが成田に生まれました。創立年次は日本が１０地区

（現在は３４地区）となったとのことです。この間、貴クラブは、

奉仕と親睦を二本柱として車の両輪の如く両者を力強く回

転させながら今日の隆盛を迎えられました。そしてその隆

盛の果実として平成１０年には子クラブとして千葉緑ロータ

リークラブを誕生させました。 

 貴クラブの社会奉仕活動は、近隣に鳴り響くものがあり、

とりわけ「国際里山の集い」は目を見張るものでした。 

 昨年の地区大会において、唯一貴クラブのみＲＩ会長賞

を受賞されました。ＲＩ会長賞は、充実したクラブを作り、効

果的な奉仕活動を行い、公共イメージを向上する様々な活

動を実施したクラブを表彰するために設けられたものです

が、以前は簡単に受賞できたのですが、２年前に受賞のハ

ードルが極めて高くなり、容易に取得できないものとなりま



したが、貴クラブは見事にこのハードルを越えて賞を得まし

た。この事は、我が地区の誇りとなるだけでなく、貴クラブが

あらゆる面において優秀であることを示す証左となるもので

した。貴クラブが５０年かけて作り上げた良質な奉仕活動は、

他のクラブの模範となるものですから、どうか惜しげもなくそ

の長所となる情報を他クラブに発信して頂きたいと思いま

す。 

 それでは、半世紀の重みを感じながら、この５０年を新た

なスタートとして次の発展に向けて更なる繁栄を祈念申し

上げて、お祝いの言葉とさせて頂きます。』 

 

親交クラブ・東仁川ロータリークラブ   李 東秀様 

『千葉南ロータリークラブ会員

の皆様、こんにちは。 

 本日は貴クラブ創立５０周年

を迎えられましたこと、誠にお

めでとうございます。 

国際ロータリー第３６９０地

区・韓国の東仁川ロータリーク

ラブから、本日の式典にお祝

い申し上げるために訪問致しました李東秀と申します。 

私は、貴クラブと当クラブが１９７７年４月１５日に親交クラ

ブとして締結した当時の幹事でありました。今回、親交クラ

ブ締結時メンバーの中で、私一人で本日の記念式典に参

加することが出来ましたことは、誠に光栄であり、感謝の念

に堪えません。 

さて、皆様におかれましては、５０余年間、「超我の奉仕」

と両クラブ間の理解増進、日韓親善及び友好促進に努め

て参りました。今後も「マッチンググラント」や「グローバル補

助金事業」のような共同奉仕事業を続けて行きながら、国

際と社会奉仕に貢献し、益々の親交を深めて参りたいと存

じます。これからも“健康第一”をスローガンとし、お元気で

ご活躍されますようお祈り申し上げます。 

本日は、千葉南ロータリークラブ・創立５０周年、誠にお

めでとうございます。 

貴クラブの益々のご発展と会員ご一同様のご健勝を祈

念致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。』 

 

・祝電披露 

・５０年の歩み 上映             幹事 植松省自 

・閉会の辞               会長エレクト 竹尾 白 

 

１８：１０ 点鐘                       会長 斎藤昌雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪司会≫ 五十嵐博章会員 

末吉 永久会員 

１８：３０ 開会 

 

・開会の言葉              鈴木美津江直前会長 

本日は、こんなにたくさんの皆様にご参加をいただきまし

た。本当に有難うございます。昨年、私が、会長を務めさせ

ていただいた際は多くのクラブに伺わせていただきました。

５０周年のＰＲをさせていただいたわけですが、皆様が快く

お迎え下さり、大勢の人数で楽しいひと時を過ごさせてい

ただきました。１年間本当に良い経験をさせていただき、あ

りがとうございました。お蔭さまで、本日はこんなに盛大に５

０周年を迎えることができました。本日は、当オークラ千葉

ホテルの今村総料理長の大変美味しいお料理と、小野会

員のお嬢様のアラビア舞踊、大原さんの和やかなピアノ演

奏等々で千葉南ロータリークラブ全会員による最大の「おも

てなし」をさせていただきながら皆様と楽しいひと時を過ご

したいと思います。それでは、ただいまより祝賀会を開催さ

せていただきます。 

 

・ご挨拶 

国際ロータリー第２７９０地区  

ガバナーエレクト  宇佐見 透 様 

斎藤昌雄会長をはじめ千葉南ロータリークラブの皆様、

本日は創立５０周年を迎えられ、かくも盛大な記念式典を

挙行されました。誠におめでとうございます。昨夜のことで

すが、テレビで次の世代に残す昭和の歌という番組をやっ

ておりました。そこで、ペギー葉山さんの「学生時代」が出

てまいりました。アナウンサーが、この歌がちょうど５０年前

に大ヒットした歌と紹介しているのを聞き、ここぞとばかりイ

ンターネットを引きまして５０年前の出来事を調べました。 

先ほどから、東京オリンピックのことなどを皆様がご紹介

されましたけれども、昭和３９年は２月にビートルズが来日し

ました。３月には、現在のシャープが電卓第１号を発売しま

した。余談ですが、良い電卓の見分け方は１０÷３×３の答

えが９．９９・・・と出るものはだめで答えは１０になるのが良

い電卓です。４月に海外旅行が自由化されました。但し、

年１回海外持ち出し現金が５００ドルに制限されていました。

６月に新潟地震が発生しました。私は小学校６年でこの地

震を経験しました。すぐに集団下校になり自宅が壊れず残

っていたことに安心した覚えがあります。９月に富士山レー

ダーが完成し、１０月に東海道新幹線が開業しました。同

月東京オリンピック開催、閉会と同時に池田隼人総理が辞

職し佐藤栄作総理が誕生しました。大相撲では柏戸、大鵬

が全盛でした。 

あれから５０年です。半世紀という長い間、輝き続ける活

動を行ってこられた皆様方は、まさに私たち第２７９０地区

の誇りであるといえます。今日ご参会の皆様のご多幸を祈

念するとともに、今後も第３分区のリーダークラブとして１００



年を目指し、本日新たなスタートを切られましたことに敬意

を表し、ご挨拶とさせていただきます。 

本日はおめでとうございました。 

 

・乾杯        

第３分区Ｂガバナー補佐  石井七郎 様 

 本日、歴史と伝統を誇る千葉南ロータリークラブが大いな

る節目である５０周年を迎え、このように盛大な記念式典を

開催されますことは、誠に喜ばしいことでございます。心か

らお祝い申し上げます。先人達が築いてくれた愛と絆のも

とに、皆様がご参会くださっていることも嬉しく思います。 

私ども、分区内においては、千葉南ロータリークラブを分

区内の希望の星と思っております。これからも、１０年、２０

年、３０年とご発展されることを祈念しております。 

千葉南ロータリークラブ５０周年おめでとうございます。 

 

・アトラクション       アラビア舞踊家 Nanae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手に手つないで 

・閉会の辞                  幹事 植松省自 

 

２０：１０ 閉会 

 

 

千葉南ＲＣ創立５０周年記念式典に各方面から大勢

のお客様がお祝いに駆けつけて下さいました。お天気

が危ぶまれていましたが、当日は正に春爛漫！で、会

場内も桜 （金親会員提供） が満開でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  斎藤会長  野城実行委員長  植松幹事  鈴木直前会長 

礼装で皆様をお迎えしました！ 

 

千葉南クラブ会員へのお土産として、 

韓国海苔が東仁川ＲＣ・李柄九氏より 

斎藤会長へ手渡されました。   ⇒ 

沢山の海苔を有難うございました！ 

 

 

 

                          

                        ←プロ顔負けの司会者 

                          植松幹事 

                          鈴木会員 

                                ピアノ演奏 

↓祝賀会司会者の五十嵐会員と末吉会員    ↓大原保人氏 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
『手に手つないで』 ↑ 

       おもてなしの料理 ⇒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑米山奨学生のウーレンさん（左）と劉亜斌さん（左から２番目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お蔭様で、５０周年を５０名で迎えることが出来ました。 

 
 
第２４４６回例会 

日 時⇒ 平成２６年４月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員ミニ卓話 

第２４４７回例会 

日 時⇒ 平成２６年４月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『集約的都市構造のまちづくり』 

卓話者⇒ 千葉市都市局 

        参事  増田 由一様 


