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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２５１０回 
平成２７年９月４日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

＊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                 

・地区米山記念奨学委員会 委員 野口 アキ子様 

・米山奨学生  シェルパ・チリンさん 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

 本日は、日韓親善会議が東京のホテルで１３時より開

催されますので、植松、斎藤、寺澤、出井、野本、吉田

会員が出席します。私も例会が終わりましたら、そちらへ

向かいます。 

先日お配りした活動計画書ですが、十分チェックした

つもりですが、間違いがありました。Ｐ５４の今関会員の

米山功労者が漏れておりましたので差し替えをお願いし

ます。 

理事・委員長会議報告 

１． 職場訪問及び親睦旅行の件 

１０/２５（日）・２６日（月）、長崎方面とする。  

会員負担３５，０００円位とし、余剰金より、 

３０万円を上限として補助する。 

２． ガバナー公式訪問について 

１１/６ ガバナー補佐訪問 

１１/２０ ガバナー公式訪問 

３． クラブ運営資金会計報告  承認される。 

４． 第１３回国際里山の集い会計報告  承認される。 

５． 次年度ガバナー補佐（金親ＡＧ）の引き受けにつ

いて、クラブから資金援助をする。 

 

 

＊＊＊ ご挨拶                  

地区米山記念奨学委員会 委員 野口 アキ子様 

今日はお忙しい所、皆様の貴重な

時間を頂戴し、ありがとうございます。 

去る７月１６日の地区委員会におい

て、奨学生がお世話になっているクラ

ブへ地区委員による訪問の分担を決

めてお願いしたところでございます。 

すでに４月に行われた奨学生・カウ

ンセラーオリエンテーション以来、５月例会から奨学生は

世話クラブの例会に出席をし始め、６月６日には奨学生

研修会でロータリー活動や米山記念奨学会について再

度、研修の機会を設けました。現在は、緊張も解け、

徐々にカウンセラーや世話クラブのロータリアンの皆様と

親睦が深まり、信頼関係も構築されつつあると考えてお

ります。 

今年度、地区米山記念奨学委員会の重点活動計画

として、以下の３点を掲げました。 

1. 大学奨学金担当者・指導教員へのロータリー活動と

米山記念奨学会の目的趣旨の周知 

７月９日に大学説明会を開き、地区内の大学に対し、

次年度の米山奨学生募集のための詳細を説明し、

大学の奨学金事務担当者、指導教官にもっとロータ

リー活動や米山奨学金制度を知ってもらう必要性を

伝えました。７月２５日に指導教官を交えた研修会を

開催し、奨学生カウンセラー指導教官の顔合わせも

行い、世話クラブの例会にも年一度は出席するよう

にお願いをしたところでございます。地区委員会で

は、次年度以降、４月のオリエンテーション指導官を

招いて研修の機会を作り、世話クラブの例会出席や、

学友会行事への参加、終了式への参加も求めなが

ら、米山記念奨学会への理解を醸成して、その熱意

を指定校選定の際の評価尺度に加え、また学内選

考における国籍の是正につなげていきたいと考えて

います。 

2. 米山奨学生へのロータリー活動と米山記念奨学金

制度の目的趣旨の周知 

奨学生は６月の研修会以来、ロータリー活動と米山

記念奨学金制度について改めて理解を深め将来、

母国と日本との懸け橋となって国際親善と国際平和

のために尽くす自覚を訴えてきております。それは、



米山奨学生と世話クラブ・学友会との継続的な関わ

りをいかに考え育てて行くのかにつながります。奨学

期間が終わってから考えるのではなく、奨学期間中

から懸け橋・国際親善・ロータリーファミリーの思いを

抱き、深めていくことが大切だと考えます。卓話の内

容を考える機会に、奨学生が見つめ、考えるように

アドバイスもしております。 

3. 米山奨学生と世話人クラブ、学友会との継続的関わ

りの育成 

本日はカウンセラーと奨学生の関わり、世話人クラ

ブと奨学生の関わり方ついて地区委員としても、今

後、さらに考えを深めていくうえで、世話クラブの皆

様のご意見をお聞きしたいと考え、訪問させていた

だきました。 

後になりますがこの度は、奨学生のシェルバ・チリ

ンさんをお預かりして頂いてますカウンセラー鈴木

美津江さん始めクラブの皆様に感謝を申し上げ、私

からの挨拶とさせて頂きます。 ありがとうございまし

た。 

 

＊＊＊委員会報告                 

◇青少年奉仕委員会より （金親 博榮委員長） 

 青少年からのＰＲでございます。千葉県青少年協会と

いう団体がございます。今年３７回目にもなる中学生主

張千葉県大会が９月２７日に開催されます。青年の主張

というのは、ＮＨＫなどで聞いているとは思いますが、そ

の中学生版でだいぶ県内に協力校が増えまして何百に

もなるとのことでした。協議委員ということで顔を出してい

るので、青少年の健全育成ということで、皆様に機会が

あれば見て欲しいと思いチラシを配りました。 

ぜひ、知り合いの方にもお声掛けいただければと思い

ます。 

 

◇会員増強、退会防止委員会より （鈴木美津江委員長） 

毎週出てくるとお約束させていただきましたので、今

週も出させていただきました。北原地区委員長から退会

防止強化運動のプリントを頂いておりますので、皆様の

メールボックスに入れさせていただきます。プリントをよく

ご覧いただきながら、「会員紹介カード」にご記入いただ

いて一人でも多くの方の、この千葉南ロータリークラブに

ご参加を頂きたいと思っております。 

会員増強委員会につきましては、この紹介カードが何

通か集まった時に第１回目を開きたいと思っております。

とにかく一人でも二人でも三人でも私のところにカードが

届く様にお願いをさせて頂いております。 

宜しくお願い致します。 

 

◇親睦活動委員会より （ゴルフ担当：松尾 博之委員） 

 ≪第３分区Ｂ合同ゴルフ大会開催のご案内≫ 

  日時⇒ １１月９日（月） 集合０７：３０ 

  場所⇒ 本千葉カントリークラブ 

  登録料⇒ ５，０００円  奮ってご参加下さい。 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事    

① １０月３０日（金）の例会は、１０月２５日・２６日の職場

訪問及び親睦旅行へ変更となります。 

② 地区より、新会員研修セミナー開催のご案内 

日時：１０月１２日（月）１３：３０～１６：３０  

会場：ＴＫＰガーデンシティ千葉  

③ 地区より、二輪車走友会ツーリングのご案内 

日時：１０月２３日（金） １０時集合～１６時解散 

場所：館山自動車道 （市原ＳＡ 下り館山方面） 

④ 地区ＲＬＩパートⅠ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

開催のご案内 

日時：１０月４日（日） ０９：３０～１７：００ 

会場：千葉県青少年女性会館 

⑤ 来週の例会で卓話がございます。その時にロータリ

ーの友をよく読んでおいてくださいとうお話がありま

したが、ロータリーの友を持参して頂いて卓話の時

に一緒にご覧いただければと思います。 

（②～④の参加については、事務局までお申込み下さい。） 

 

＊＊＊ ９月度会員誕生日祝い・結婚記念日祝い    

【誕生日お祝い】 

 藤田初男会員、瀧川 誠会員、鈴木美津江会員 

 酒井秀大会員、太田和夫会員 

【結婚記念日お祝い】 

 斎藤昌雄会員 

 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

地区米山奨学委員・野口アキ子様、本日はようこそい

らっしゃいました。オークラでの美味しいランチタイムをご

ゆっくりお過ごし下さい。後ほどご挨拶もよろしくお願い

いたします。 

会員ミニ卓話、楽しみにしております。 

≪五十嵐 博章会員≫ 

 お陰様で、９月１日に調剤薬局６号店を習志野市にオ

ープン致しました。 

 今後も地域の皆様に愛される薬局作りを目指して頑張

ります。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

地区米山記念奨学委員会・委員の野口アキ子様、本

日は千葉南ロータリークラブへお出で下さり、有難うござ

います。 

本日は、是非、今年度の米山記念奨学委員会の活動

についてお話しを聞かせて下さい。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 14,000 円 累計 85,000 円

金の箱 410 円 累計 13,681 円



＊＊＊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。 

    

≪酒井 秀大会員≫ 
私は、この９月で３８歳になります。 

鷲見さんに続いて、２番目に年下という

ことで、諸先輩方からの御指導・御鞭撻

をいただきながら、ロータリーで、奉仕

活動を通じて、皆様に貢献できるように自分自身も成長

させていただければ、という気持ちで参加させていただ

いております。 

仕事は、千葉市内にて、弁護士をさせていただいて

おります。取扱分野は、一般民事から、刑事事件、会社

の事件等々、特殊な法律分野以外は、取り扱っておりま

す。 

趣味は、旅行です。鉄道での旅行が好きで、学生時

代はヨーロッパのユースホステルを鉄道で回ったことが

あります。仕事をするようになって、なかなか海外に行け

ていません。ほかに、スキーとか、ゴルフ、テニスもいず

れも下手ですが、やります。 

今日は、とても簡単ですが、「遺言書」について、お話

をさせていただこうと思います。 

というのも、やはり、相続事件を相談されることが増え

ていて、亡くなった方が、遺言書一つ作ってくれていれ

ば、こんなことにならなかったのになー、と思う時が多い

です。 

とくに、財産をいっぱい持っている人、いっぱい持って

いなくても、いろいろな種類の財産を持っている人とか、

遺言書は作っておいたほうがいいな、と思っています。 

あと、お墓を誰に継がせるかという、それだけのことで

も、１つの事件になって数年にわたり、親族間で争いに

なっていることもあります。これは、残念なことで、亡くな

った方が、ちゃんと意思を示していればなー、と思うこと

があります。 

遺言はいつでも変更可能なので、毎年書く人もいるそ

うです。書くと死ぬと思っている人もいますが、私が関与

して作成した方は何人もいるのですが、遺言書を書いた

方はみんな長生きしています。 

 まず、簡単なのは、自筆で遺言書を作る、自筆証書遺

言です。全文を自分で書いて、必ず、作成日、名前、印

鑑を押してください。パソコンで作るのはだめです。 

次に、公正証書遺言というのは、公証役場に行って、

公証人に作ってもらうもので、手間はかかりますが、偽造

や変造、紛失の恐れが無く、相続人間で内容を巡って

後で争いにもならないので、確実性は高いものになりま

す。 

遺言でどんなことを書くかは自由です。「私の遺産の

一切を一郎に相続させる。」「私の自宅不動産をＡさんに

遺贈する。」「私の○○銀行の預金をＢさんにあげる。」

「祭祀を主宰するものとして二郎を指定する。」「墓に関

する権利は三郎に承継させる。」 

でも、遺言書の目的は、無意味に残った親族が争っ

て欲しくないということでしたよね。このような内容だと、

結局、争いが残ってしまうことが多いですね。しっかりとし

た内容を作ることをお勧めします。 

例えば、子どもが４人いて、奥さんと子供１人はすでに

亡くなっている場合、「二郎に３分の１、三郎に３分の１、

花子に３分の１、死んだ一郎の子供（孫）３人にはあげな

い。」これだと、誰が何をもらうか決まらないから、結局話

し合いが必要です。一郎の子供３人は、遺留分がある

（この場合法定相続分の２分の１なので３人の孫それぞ

れ２４分の１ずつ）、そのために遺留分減殺請求を受け

てしまう。しかしこの内容だと、問題が残ってしまいます。

やはり、「自宅不動産は一郎に相続させる。預貯金のう

ち２０００万円は二郎に相続させる。預貯金のうちの残り

を三郎に相続させる。会社の株式は花子に相続させる。」

というようなことで、財産を明示して、それを分けて相続さ

せる内容にしておくことが必要ということになります。 

『遺言書』というものについて、今日は簡単にお話しさ

せていただきましたが、とても簡単なようで、とても難しい

ところもあります。ぜひ、いろいろと考えていただければ

と思います。 

 
 
 
 
 
 

 

第２５１１回例会 

日  時⇒ 平成２７年９月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓  話⇒ 『ロータリー月間に因んで』 

卓話者⇒ ロータリーの友委員会 

       地区代表委員 中村 正見様 

第２５１２回例会 

日  時⇒ 平成２７年９月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓  話⇒ 『自然観察における絶滅奇種と保護』 

卓話者⇒ ときがね ウォッチング  猪坂 玲子様 

 
＜会報当番：水野 浩利会員＞ 

出席者数３２ 欠席者数１８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率  ８４．０％

千葉ＲＣ 月 10/5 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/29・10/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/15 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 10/21 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/24・10/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


