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〔会  長〕 竹尾 白        〔幹  事〕 橋口 徹           〔会報委員長〕 松尾 博之       

〔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） 

 

２０１４-２０１５年度 

第２４７７回 
平成２６年１２月１２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴≫ 

◆◆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                 

＜本日のゲストスピーカー＞ 

千葉県中小企業家同友会 代表理事 山本 克己様 

◆◆ 会長挨拶及び報告       竹尾 白会長  

皆さんこんにちは。今年も残りわずかとなりました。例

会も残すところあと２回で終わりです。 

千葉県中小企業家同友会・山本様、本日は宜しくお

願い致します。 

◆◆ マルチプル ポール・ハリスフェロー記念品伝達    

  「第８回ポール・ハリスフェロー」  竹尾 白会員 

 

水野ロータリー財団

委員長から、ＲＩから

の記念品が手渡され

ました。 

 

◆◆ 委員会報告                 

◇ロータリー財団親善奨学生の岡田茜さんからの近況

報告 （寺澤 一良カウンセラーより） 

『こんにちは。ご無沙汰をしております。今日は、私の

近況報告でご連絡をさせて頂きます。 前回、卒業のご

連絡をさせて頂いてから、夏は卒業論文を書くことに追

われていました。８月に論文を提出した後、就職活動を

開始しました。今、１月から国連のニューヨークにある本

部でインターンとして働くことが決まっています。大学院

へ進学した理由は、発展途上国の貧困を削減すること

へ貢献することでしたので、一歩夢に近づけたと思って

おります。また、現在は、大学院でお世話になって教授

のリサーチアシスタントをしています。また、大学院生活

を通し、「私は日本人である」と言う認識を深めると同時

に、日本／日本人／日本文化の良さを伝えていきたい

との思いも持つようになりました。国連で働きながら、

色々な国から来ている職場の同僚と交流を深めていきた

いと思っています。最後になりますが、年末を家族と過ご

す為に、日本へ一時帰国してまいりました。』 

（次週の忘年家族例会に参加してくれることになりました。） 

◇創立５０周年記念事業部より（北原 俊彦委員長） 

 桜の苗木、残り１０本を植樹しますので、ご協力下さい。

（１２月１４日（日）９時～ 水の里公園にて） 

◇国際奉仕委員会より （出井 清委員長） 

２０１６年６月に東仁川ＲＣからの要請を受け、グロー

バル補助金に参加することになりました。韓国の仁川廣

域市障碍人再活協會にコンピューターを送るという事業

ですが、この申請は大変難しく、東仁川ＲＣは何度もトラ

イされ、この度、ようやく許可がおり、１２月１８日に贈呈

式が行われることになりました。贈呈式にはパートナーク

ラブも参加しなければならないということで、吉田会員（５

０周年実行委員会副委員長）と斎藤会員（５０周年時の会

長）が出席していただけるとのことです。宜しくお願いしま

す。 

 

【グローバル補助金】 

グローバル補助金は、ロータリーの 6 つの重点分野に

該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規

模な国際的活動を支援します。補助金プロジェクトのス

ポンサー（提唱者）は、国際的なパートナーシップを組み、

各地の地域社会のニーズに取り組みます。 

 予算 30,000 ドル以上の活動が対象となります。そのう

ち、補助金で賄われる額は最低 15,000 ドルです（最高

支給額は 200,000 ドル）。この補助金は、クラブ／地区か

らの DDF（地区財団活動資金）に対して 100％（同額）、

現金寄付に対して 50％（半額）の割合で、財団から WF

（国際財団活動資金）の上乗せが提供される仕組みで

す。 

◆◆ 幹事報告           橋口 徹幹事    

次週の例会は、忘年家族例会です。（点鐘１８：００） 



◆◆ ニコニコボックス報告            

≪山本克己様より、ニコニコを頂戴しました。≫ 

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

人は出会いを求めて生きる人間社会にいます。ロータ

リーは、素晴らしい人との出会いの場であり、固い絆の

始まりの場でもあります。山本様、本日の卓話、宜しくお

願い致します。 

≪小野 成子会員≫ 

怪我で長く入院し、皆様には大変ご迷惑をお掛けしま

した。その際、会からご丁重なるお見舞いを戴き、恐縮し

ております。何かお返しをと思いましたが、ニコニコへ入

れさせていただきます。本当に有難うございました。 

≪北原 俊彦会員≫ 

千葉県中小企業家同友会の代表理事・山本さん、よく

来てきれました。私も昔の同友会活動を思い出しました。

今日は、同友会の素晴らしさを話して下さい。 

 

◆◆ 出席報告 (会員数５０名)                   

 

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。 

   演  題⇒ 「出会いを求めて」 

   卓話者⇒ 千葉県中小企業家同友会  

代表理事 山本 克己様 

        
千葉南ロータリークラブの皆さん、

こんにちは！四街道ロータリークラ

ブの山本と申します。 

本日は、千葉県中小企業家同友会

で共に活動している小林様の紹介

でこのような機会を頂き、誠にありが

とうございます。 

① ロータリークラブの自分にとっての存在意義 

私は、秋田県出身で進学の為に上京しました。そして、

東京・千葉でサラリーマン生活を 16 年間過ごし、その後、

千葉で独立起業を始めました。 

建設業(リフォーム)で順調なスタートを切り、創業から

数年は楽しい毎日でした。しかし、ある日「このままでい

いのか」という不安に襲われました。それは、具体的には

「仕事以外で交流のある人がほとんどいない状況で、会

社や自己の成長の目指すことができるのか。」ということ

でした。 

そこで、多くの異業種の経営者の方々と会うことで、解

決していこうと、はじめに中小企業家同友会に入会、次

に倫理法人会、そしてロータリークラブの 3 つの会を中

心に参加を始めました。この 3 つの会の人々との出会い

があって、多くのことを学び、そして実践することで、現

在の自分が形成されているのだと思います。 

特に、ロータリークラブは先見性を身につけるには最

良の場であると確信しております。 

② 建設業界 

千葉県は他の県と異なり、工事数量が落ち込んでい

ません。加えて、オリンピック景気で、受注単価も上がり、

受注しきれない建設会社が増えている現状です。 

③ 中国での仕事 

 ４年前、中国に会社を設立しました。国内での需要減

少に対応する為、海外での活動を始めました。難しいと

は聞いていましたが、実際にやってみると、現実は更に

厳しいものでした。 

（１）仕事をやってもお金が貰えない。（お金が無いから

支払えないと当然の顔をして言われる。） 

（２）職人には現場でその日の日当を支払う。（領収書が

出ない。） 

（３）材料は領収書を要求すると 20～30％価格が上が

る。 

 ・・・その他数え切れません。 

 そんな中でも続けているのは、「市場の成長性が計り

知れないこと」「自社の国際性をなんとか維持していくこ

とが社員の成長に結びつくこと」があるからです。そして、

国際経済交流がロータリークラブの目指す、世界の平和

につながっていくという想いがあるからです。現在は信

頼できるパートナーもでき、なんとかやれるようになって

おります。 

④ 最後にお願い 

中小企業家同友会では、若い起業家がどんどん入会

してきます。その人たちに、皆さんの経験を伝えていって

頂きたいと思います。今以上に積極的に外に出て多くの

若者との交流を深めて頂きたいです。 

 

 

第２４７８回例会 

≪忘年家族例会≫ 

日 時⇒ 平成２６年１２月１９日(金) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

第２４７９回例会 

≪クラブフォーラム≫ 

日 時⇒ 平成２７年１月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会長挨拶 

 
＜会報当番：廻 辰一郎会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 23,000 累計 385,000 円

金の箱 400 円 累計 13,681 円

出席者数２９ 欠席者数２１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １ 修正出席率  ７２．０％

千葉ＲＣ 月 12/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/24・12/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/24・12/31 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


