
 

国際ロータリー第２７９０地区 
 

 

Be a gift to the world     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〕 伊藤 和夫      〔幹  事〕 石井 慎一          〔会報委員長〕 廻 辰一郎       

〔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） 

 

２０１５-２０１６年度 

第２５０２回 
平成２７年７月３日（金）点鐘１２：３０ ≪大雨≫ 

＊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                 

◇地区ロータリー理念研究委員会 委員長  

海寶 勘一様（千葉西ＲＣ） 

◇千葉西ロータリークラブ 

直前会長・瀧澤 弘隆様 

◇第３分区Ｂガバナー補佐  

郭 福男様（千葉緑ＲＣ） 

◇市原ロータリークラブ 

   会長・万崎 英正様  幹事・平野 哲也様 

◇千葉港ロータリークラブ 

会長・高橋 宏哲様  幹事・船木 幹夫様 

パスト会長・谷崎 満男様 

◇市原中央ロータリークラブ 

   会長・守屋 謙一郎様  幹事・時田 清次様 

◇千葉緑ロータリークラブ 

  会長・君塚 敏明様 

  パスト会長・松﨑 久夫様、パスト会長・長嶋 利忠様 

＊＊＊ 会長報告         伊藤 和夫会長 

理事会報告 

１．２０１４-２０１５年度決算報告        承認される。 

２．２０１５-２０１６年度予算の件        承認される。 

３．２０１５-２０１６年度委員会構成の件    承認される。 

４．２０１５-２０１６年度行事予定の件     承認される。 

５．入会候補者の件 木原新二氏      承認される。 

６．退会届の件 太田雅美・末吉永久会員 承認される。 

 

 

７．２０１５-２０１６年度会長エレクト交代の件 

 向後保雄会長エレクトが、市議会議長に就任とのこと

で、多忙になるため、辞退したいとの申し出があり、代わ

って小林透副会長が会長エレクトに選任される。  

＊＊＊ご挨拶                   

千葉西ＲＣ・直前会長 瀧澤 弘隆様 

『乾杯の発声をされた竹尾直前会長とは、同年生まれ

ですが、私のほうが３カ月ほど弟で、可愛がってもらいま

した。また、野城会員さんのご子息は我がクラブで幹事

を努めてくれました。その御礼で本日伺いました。 

伊藤会長と石井幹事年度の益々のご発展を祈念申し

上げます。』 

第３分区Ｂガバナー補佐 郭 福男様 

『千葉緑ＲＣは、１８年前に千葉南ＲＣより子クラブとし

て独立致しましたが、その間、諸先輩の教えを乞いなが

らロータリーの勉強をさせていただきました。ガバナー補

佐となってまだ数日しか経っておりませんが、何とか皆

様のためになるよう一生懸命頑張りたいと思っておりま

す。宜しくお願い申し上げます。』 

市原ＲＣ・会長 万﨑 英正様 

『伊藤会長、本日は、出航おめでとうございます。皆様

と一緒に楽しいロータリーライフを過ごして参りたいと思

います。宜しくお願い申し上げます。』 

千葉港ＲＣ・会長 高橋 宏哲様 

『昨日、私どもの第１回の例会を行いました。伊藤会長、

石井幹事さんがしっかりとしたスタートをきられているとい

うことが素晴らしいと思いました。一年間、宜しくお願い

申し上げます。』 

市原中央ＲＣ・会長 守屋 謙一郎様 

『伊藤会長に初めてお会いしたのは、２０１０年頃で、

非常に穏やかで素晴らしい笑顔が印象的でした。 

今日は伝統ある千葉南ＲＣさんの格式高い空気を一

杯吸い込んで持ち帰りたいと思います。』 

千葉緑ＲＣ・会長 君塚 敏明様 

『伊藤会長とは、４年前に幹事をご一緒にさせていた

だき、大変お世話になりました。親クラブということで、伊

藤会長の教えをいただきながら、一年間頑張って行きた

いと思います。 

８月４日（火）の“ＩＭ”では、しっかり勉強していただい

た後、懇親会を大いに楽しんで頂きたいと思います。』 



＊＊＊米山記念奨学会より                 

第２４回メジャードナー感謝状伝達  寺澤 一良会員 

 

＊＊＊委員会報告                 

親睦活動委員会・趣味の会より （清水清子会員） 

<プロ野球観戦のお誘い› 

日時⇒ 平成２７年８月７日（金） 集合１４：５０） 

場所⇒ ＱＶＣマリンフィールド 

会費⇒ ５，０００円 （ご家族も同料金） 

直前会長・幹事慰労会及び会長・幹事激励会 

                  （副幹事 廻辰一郎会員 

日時⇒ 平成２７年７月２８日（火） １８：００～ 

場所⇒ 海鮮の國 波奈本店 

会費⇒ ８，０００円 

国際奉仕委員会より （吉田裕成副委員長） 

‹日韓親善会議開催のご案内› 

日時⇒ 平成２７年９月４日（金）１３：００～ 

会場⇒ グランドプリンスホテル新高輪 

登録料⇒ １５，０００円 

 

＊＊＊ 入会式                  

水田 智樹会員 （(株)アンセル インシュアランス 

         エージェント統括本部 上級コンサルタント） 

         ≪紹介者：水野浩利会員、伊藤和夫会員≫ 

皆様こんにちは。本日より、お仲

間に入れさせていただくことになりま

した。金融・保険アドバイザーの仕

事をしております。今までの経験を

活かしながら少しでも皆様のお役に

立てられるよう、そして、社会に貢献

出来るよう、ボランティア活動を積極的に行っていきたい

と思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事          

① ガバナー事務所開設案内 

② ガバナーエレクト事務所開設案内 

③ ８/４インターシティーミーティング再度のご案内 

 

＊＊＊ ７月度誕生日祝い・結婚記念日祝い     

≪誕生日祝い≫ 

  五十嵐 博章会員  国友 忠一会員 

  梅村 星児会員   北田 城児会員 

≪結婚記念日≫     

国友 忠一会員 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪千葉西ＲＣ・海寶 勘一様≫ 

伊藤会長年度の船出を祝します。千葉南ロータリーク

ラブ様のご隆盛をお祈り申し上げます。 

≪千葉西ＲＣ・瀧澤 弘隆様≫ 

昨年度は、大変お世話になり、有難うございました。

新年度の益々のご発展を祈念致します。 

≪千葉緑ＲＣ・君塚 敏明様≫ 

 本日は、伊藤会長、石井幹事のご就任おめでとうござ

います。今年度一年間、宜しくお願い致します。また、８

月４日（火）、第３分区ＡＢ合同のＩＭ開催におきましては、

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

 新年度、精一杯務めさせていただきます。皆様どうぞ

お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。 

≪植松 省自会員（ＳＡＡ）≫ 

 今年度、副ＳＡＡの五十嵐博章会員、水野浩利会員、

廻辰一郎会員とともにＳＡＡを努めさせていただきます。

宜しくご協力の程、お願い申し上げます。 

≪国友 忠一会員≫ 

本日、７月３日誕生日で９４歳になりました。ロータリー、

楽しみです！ 

≪竹尾 白会員≫ 

昨年度中は、大変お世話になりました。伊藤会長、新

年度宜しくお願い致します。 

≪寺澤 一良会員≫ 

 伊藤会長、石井幹事、１年間頑張って下さい。応援し

ていますよ！ 

≪出井 清会員≫ 

伊藤年度の船出おめでとうございます。石井幹事と力を

合わせて１年間頑張って下さい。江沢プログラム委員長、

楽しいイベントを期待しています。 

≪吉田 裕成会員≫ 

伊藤新会長、石井新幹事、おめでとうございます。千

葉南ロータリークラブを大いに盛り上げて下さい。期待し

ています。 

 

 

 

＊＊＊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。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 36,000 円 累計 36,000 円

金の箱（6/26 分） 

  〃 （7/3 分） 

1,250 円 

770 円 

 

累計 2,020 円

出席者数２９ 欠席者数２１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １３ 修正出席率  ７２．０％

千葉ＲＣ 月 8/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/4 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 7/28・8/4 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 7/22・8/5 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/5 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/23・7/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/23・7/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



     演  題⇒ 「会長ご挨拶」 

     卓話者⇒ 伊藤 和夫会長 

        
 皆さん、こんにちは。千葉南

ロータリークラブ第５２代会長

に就任することになりました伊

藤和夫でございます。本日は

このように多くのお客様をお迎

えすることが出来ましたこと、ク

ラブの全会員を代表して深く

感謝申し上げます。 

昨年１２月のクラブ総会で、クラブ細則を国際ロータリ

ーの標準細則に沿って千葉南ロータリークラブの独自性

を加味し改定いたしました。２０１５-２０１６年度は、この細

則に則って委員会組織、委員活動を計画し活気ある楽

しいクラブ活動を展開していきたいと思います。 

さて、我々ロータリアンは、世界に１２０万人といわれて

いますが、その頂点に立つ国際ロータリー２０１５-２０１６

年度会長 K. R.ラビンドラン氏は、 “ Be a gift to the 

world”、日本語に訳すと「世界へのプレゼントとなろう」を

ＲＩテーマとして掲げておられます。ラビンドラン氏はスリ

ランカの COLOMBO ロータリークラブの会員です。ティ

ーバッグの製造で世界をリードする上場企業の創業者、

CEO です。私の子供の頃はスリランカとは呼ばずセイロ

ンだったと思います。紅茶で有名なセイロン紅茶を飲ん

でいた記憶があります。 

ところで、R.I テーマ「世界へのプレゼントになろう」に

ついて、ラビンドラン会長はいくつか述べられており、

「私たちの人生の価値は、どれほど得たかではなく、どれ

ほど与えたかによって判断される。苦しんでいる人から

目を背けずにその苦しみを和らげてあげましょう。同情の

ことばをかけるだけではなく、実際に何かをしてあげまし

ょう。社会から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。

私たちは、地位や身分にかかわらず、持っている才能、

知識、能力、献身と熱意、誰かに与えることのできる何か

を持っているはずです。」ラビンドラン会長はロータリーを

通じて、この一年、今私たちひとりひとりが世界への贈り

物となる方法を見つけることで、誰かの人生に、そして世

界に真の変化を起こすことができるはずだと述べておら

れます。 

 今日は、皆さんに小さなプレゼントがございます。それ

は皆さんの胸にはロータリーバッジがついておりますが

もう一つ、２０１５-２０１６年度のテーマの記念バッジです。

もしよろしければ是非着けていただけたらと思います。 

この１年間だけですよ。 

 続きまして、国際ロータリー第２７９０地区ガバナー櫻木

英一郎氏は「２０１５-２０１６年度の地区行動目標は『原

点を知り、考える』と致します。『世界へのプレゼントにな

ろう』の R.I テーマは活動の目標ですが、これはすなわち

地区行動目標の『原点を知り、考える』とは、ロータリーの

諸事を考える場合の基本姿勢です。」と言っておられま

す。詳しくは８月４日（火）に開催されるインターシティミ

ーティング（I.M）で説明されるそうです。 

櫻木ガバナーとは、今から４２年前の昭和４８年頃、千

葉ロータリークラブ、千葉南ロータリークラブ、新千葉ロ

ータリークラブがスポンサーとなり、千葉ローターアクトク

ラブのチャーターメンバーとして出会い、ローターアクトソ

ングを唄い、例会をはじめ、ロータリー精神にのっとり社

会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、クラブ奉仕の諸活動にと

り組んだ思い出があります。趣味は書画、骨董、刀剣、

酒は一滴も飲まず、出された食べ物は全部食べてひと

つも残さない。煙草は、その当時良い香りのきざみタバ

コをマドロスパイプで吸っており、見た目は昔も今も変わ

らないと思います。皆さんも気楽に話しかけてみて下さ

い。 

時間の関係もありますので、当クラブの活動計画につ

いては来週のクラブ協議会で詳しくお話しすることに致

します。７月２０日の海の記念日の休日には、「第１３回

国際里山の集い」（ロータリーデー）が、社会奉仕、国際

奉仕、青少年奉仕委員会のプロジェクト活動として開催

されます。できるだけ多くの会員の参加をお願いします。

又、地元地域の方たちへも、知的障害者更生施設「ひ

かり学園」への継続的支援、そして、創立５０周年記念事

業として、桜の植樹と関連して「都川の環境を考える会」

に対しましても継続的支援活動をしていきたいと思いま

す。 

 最後に６０周年を６０名で迎える目標に向かって会員増

強に引き続き力を入れなければなりません。北原会員が

地区の会員増強委員長を引き受けていることもあります

ので全会員が増強委員として力を合わせて頑張りたいと

思います。「一期一会」の相手を大切に思いやる、おもて

なしの心で多くの方に語りかけ、ロータリーの素晴らしさ

を伝え、当クラブの親睦活動、各委員会の奉仕活動の

行事にお仲間としてロータリーフェローとして参加してい

ただくよう呼びかけをお願い致しまして会長の挨拶とさせ

ていただきます。お客様の皆様、これからも千葉南ロー

タリークラブを宜しくお願い申し上げます。 

 
千葉南ロータリークラブの益々

の発展を祈念して  “乾杯！” 

伊藤会長、石井幹事、 

宜しくお願いします！  

 

 竹尾 白直前会長⇒ 

 

 

 

第２５０３回例会 

≪クラブ協議会≫ 

日 時⇒ 平成２７年７月１０日(金) 点鐘１２：３０ 

第２５０４回例会 

日 時⇒ 平成２７年７月１７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『応援される人の聴く力・伝える力』 

       フリーアナウンサー 西野 七海様 

 
＜会報当番：廻 辰一郎会員＞ 


