
 

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２５１１回 
平成２７年９月１１日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

＊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 

ロータリーの友委員会 地区代表委員 中村 正見様 

・千葉西ロータリークラブ  宮間 大輔様 

・千葉東ロータリークラブ  

会長  武田 康様 

創立２５周年実行委員長  高柳 啓一様 

 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

これはＲＬＩで勉強してきたことですが、今日は、ロータ

リーの心、高潔性についてお話ししたいと思います。 

先ず、ロータリー会員であるためには、３つの義務が

あります。会費を払うこと、５０％以上の例会回数の出席

と「ロータリーの友」の購読です。 

ロータリアンであるべき高潔性（誠実性）の中に身を置

いていますか？ということですが、高潔性とは、正直、誠

実、名誉、徳、率直、忠誠、真実性というような意味があ

ると思います。 

 

高潔性（誠実性）について 

１．あなたが言ったことを実行する。それをすると発言し

た時に実行すること、そして、あなたが、それを実行

すると発言し、他の人があなたに期待するような高い

レベルで実行すること。 

２．あなたの個人的な理念、基準、倫理に誠実であるこ

と。 

３．あなたが関係する物事に対して公の意識を持って 

 

いること。 

「四つのテスト」を毎週、唱和していますが、この「四つ 

のテスト」をよく噛み締めて、ロータリアンである高潔性を 

学んでいただければと思います。 

 

◇ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ）パートⅠ開催のご案内 

   日時：１０月４日（日）９：３０～１７：００ 

   会場：千葉県青少年女性会館 

◇地区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 

入会３年未満の方は、是非ご出席ください。 

◇地区二輪走ツーリング開催のご案内 

   日時：１０月２３日（金）１０：００（集）～１６：００（解） 

   集合場所：館山自動車道（市原ＳＡ下り館山方面） 

 

＊＊＊ご挨拶                   

◇千葉東ロータリークラブ 会長  武田 康様 

千葉南ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

７月２０日の「第１３回国際里山の集い」には、家族とも

ども参加させていただきまして本当に有難うございました。

私は、若葉区谷当町へ初めて伺いましたが、自然がい

っぱいで、子供たちも自然と触れ合うことができ立派な

大人に育っていってくれるのではないかと期待しており

ます。素晴らしい奉仕活動だと思いました。 

本日は、お願いのご挨拶に上がりました。 

当クラブは、１９９１年１月２１日に創立しまして、本年、

創立２５周年を迎えることが出来ました。 

つきましては、記念式典並びに祝賀会を行いたいと思

いますので、是非、大勢の皆様のご臨席を賜りたく、何

卒宜しくお願い申し上げます。 

日時⇒ １１月１６日（月）点鐘１７：３０ 

会場⇒ ホテルニューオータニ幕張 

 

＊＊＊委員会報告                 

◇国際奉仕委員会より （斎藤 昌雄委員長） 

  ９月４日（金）、新高輪プリンスホテルで開催された、

「第１３回日韓親善会議」に伊藤会長をはじめ、７名で出

席してまいりました。全体では１，４００名位の出席者があ



りました。来年５月には、国際（ソウル）大会が開催されま

すが、是非成功させたいという韓国のロータリアンの皆さ

んの意気込みが感じられました。国際大会には、全世界

からロータリアンが集まりますので、独特の雰囲気があり

ます。これは参加してみないとわかりません。日本から比

較的に近い場所で開催されることはしばらくないと思い

ますので、是非、一人でも多くの会員の皆様に参加して

いただきますよう宜しくお願い致します。 

 

◇会員増強・退会防止委員会より （鈴木美津江委員長） 

 皆さま、こんにちは！ 残念ながらいまだに会員紹介カ

ードが届いておりません。実は、今日は私の誕生日でご

ざいます。先日、会からお祝いは戴きましたが、皆様から

は紹介カードというものをプレゼントしていただければと

思います。個人的に「鈴木月間」と銘打っておりますので、

宜しくお願いいたします。 

 ９月５日（土）に情報大学で、学友会主催のバーベキュ

ー大会がございました。チリンさん、ウーレンさん、王さん

が参加、クラブからは竹尾会員、金親会員と私が参加し

てまいりました。綱引きに参加したり、大変楽しいひと時

でした。 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事          

① 次週１８日（金）は、定款により休会です。 

② ＲＩ日本事務局より新しい試みとして、ロータリー特別

月間にあわせて国際ロータリー提供の主なリソース

（出版物・映像資料・ニュース記事）のご案内が届い

ております。９月は「基本的教育と識字率向上月間」

です。テーブルに配布、ご利用下さい。 

③ 「職場訪問及び親睦旅行」日程 

  １０月２５日（日）・２６日（月）となり、１０月３０日（金）

を変更します。 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪ロータリーの友委員会・地区代表委員 中村 正見様≫ 

江沢プログラム委員長様、お手数かけました。ロータリ

ーの友月間に因み、ゲストスピーカーとしてお迎え頂き、

有難うございます。千葉南ロータリークラブ、会長・幹事

様はじめ、会員皆様のご健勝、ご活躍を祈念致します。 

 

≪千葉東ロータリークラブ様より、寸志を頂戴しました。≫ 

 

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

皆さんこんにちは。 

このところ雨が続いてすっきりしないお天気ですが、

皆様体調を崩されてはいませんでしょうか。 

 千葉ロータリークラブ中村正見様、本日はようこそお越

しくださいました。ロータリーの友委員会地区代表委員と

して「ロータリーの友月間に因んで」の卓話をよろしくお

願いいたします。 

千葉西ロータリークラブ・宮間大輔様、千葉東ロータリ

ークラブ、会長・武田康（タケダヤスシ）様、創立２５周年

実行委員長・髙柳啓一（タカヤナギケイイチ）様、本日

はようこそお越しくださいました。後ほど、ご挨拶をお願

いいたします。 

≪太田 和夫会員≫ 

 千葉市中央区の竜巻、栃木・茨城の豪雨水害に遭わ

れた皆様にお見舞い申し上げます。 

 

 

＊＊＊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。 

   

演  題⇒ 「ロータリーの友月間に因んで」 

   卓話者⇒  ロータリーの友委員会 

地区代表委員 中村 正見様  

 
 皆さん、こんにちは。本

日は、伊藤会長、石井幹

事さんのお計らいで卓話

の時間を設けて下さり、

有難うございます。中で

も江沢プログラム委員長

さんには、いろいろとお

手数をお掛けしました。

皆様方の温かいお心遣いに感謝申し上げます。 

 本日は、「ロータリーの友月間に因んで」ということでお

話しをさせていただきます。 

先ず、私のロータリー歴ですが、約３０年前の昭和６２

年に千葉ロータリークラブへ入会させていただき、その

間、幹事、会長、ガバナー補佐を務めさせていただきま

した。本年度は、当クラブから櫻木ガバナーが出ている

関係で、ロータリーの友委員会の地区代表委員を命じら

れました。 

ロータリーの友の方から、これだけはどうしてもお話し

してほしいと言われておりまして、内容については、皆さ

んよくご存知でご無礼になるかも知れませんがお許し下

さい。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 22,000 円 累計 107,000 円

金の箱 800 円 累計 6,190 円

出席者数３２ 欠席者数１８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４ 修正出席率 ７６．６７％

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 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― 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 10/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/15・10/22 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



先ず、日本全体の会員数は、６月末で約８７，０００人、

クラブ数は２，２７１、世界のゾーンは３４で、日本のゾー

ンは３つに分かれており、千葉県は、第１ゾーンに属して

おります。そして、千葉県は、第２７９０地区で８４クラブあ

ります。会員数は２，７１３人です。 

９月は、「ロータリーの友月間」です。皆様方にロータリ

ーの友をよく読んでいただいて理解を深め、会員増強等

に役立てていただければと思います。 

ロータリーの友誌は、横組みと縦組みに構成されてお

ります。横組みには、国際ロータリー（ＲＩ）からの情報、ロ

ータリー特別月間に関する特集といったロータリー地域

雑誌としての公式な情報を掲載しています。縦組みは、

どのようなクラブがあって、どのような活動をしていて、ど

のようなロータリアンがいて、どのようなことを考えている

のか、日本国内の情報交換の場であって、投稿が中心

となっています。ですから、ロータリーの友誌に対して、

今まで以上に親しみを持っていただき、お読みいただき

たいと思います。 

ロータリーの友誌は、ロータリアンになったら必ず購読

しなければならないという義務があります。 

ロータリーの友の収支は、現在、何とか黒字になって

います。会員減少や物価の高騰等の諸問題があります

が、購読料を値上げしないでやっております。その対策

の一つとして、現在、ロータリーの友誌は特別サイズで

作られていますが、今後、Ａ４サイズに変えるということで

取り組んでいて、年間、約２，０００万円の節約になるとい

うことです。 

ロータリーの友で発刊されている新会員勧誘用の広

報誌「ROTARY あなたも新しい風に」という小冊子がござ

います。ロータリーの例会をはじめとする会合やさまざま

な活動を会員候補者や新会員に知ってもらう広報誌で

す。 （１セット（５冊）４００円＋消費税） 

もう一つは、「ＲＯＴＡＲＹ世界と日本」というもので全世

界のロータリアンの活動、日本のロータリアンの活動を一

般の人々や会員候補者に知ってもらうための広報誌で

す。（１セット（１０冊）５００円＋消費税） 

是非、クラブでご購入いただき、ご活用いただければ

と思います。 

ロータリーの友９月号（縦組み９Ｐ）の中で、「わがま

ち・・・・・そしてロータリー」というコーナーがございます。

過去を見ますと、千葉県の市町村は、まだ一度も紹介さ

れたことがございません。昨年度と今年度はガバナーが

千葉市から出ておりますし、ＪＲ千葉駅も立て替えている

し、門前町構想も出ていて、千葉市を活性化しようという

話しがたくさん出ております。出来ましたら、今年度中に

千葉市を紹介する記事が取り上げられることを何とか実

現したいなと考えております。月間、１０万部近いロータリ

ーの友誌を通じて、各地方の有力者の方々に千葉市を

紹介することが出来ましたら、千葉市の活性化にも繋が

ると思います。 

来年２月６日・７日に地区大会が開催されます。それま

でに間に合うように取り上げていただきたいと思っており

ます。その際、カメラマンやフリーライターが取材に見え

ると思いますので、その時には是非、皆様のご支援とご

協力を宜しくお願い致します。 

これからもロータリーの友をより内容のあるものとして、

皆様方に親しまれる月刊誌として、皆様方のお力添えを

いただきながら支えて行きたいなと思っております。 

ご清聴有難うございました。 

 

 

 

『ロータリーの友』は、１９５３年１月に創刊されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ローアリーの友』は、ロータリー地域雑誌に指定され

ています。そのために従わなければいけない規則が幾

つかあります。その一つが『The Rotarian』から指定され

た記事を転載するというもので、それが「ＲＩ指定記事」で

す。ＲＩ会長や財団管理委員長のメッセージ、毎年８月号

に掲載される「ロータリーの基本知識」、１１月号、２月号、

５月号に掲載されている「GLOBAL OUTLOOK」が代

表的な記事です。 

『The Rotarian』編集部は、アメリカ・イリノイ州エバン

ストンにあるＲＩ世界本部にあります。この雑誌がＲＩの機

関誌です。 

 

 

『ゾーン（Zone』とは 

 国際ロータリー（ＲＩ）会長指名委員会と、ＲＩ理事指名

委員会を選挙するため、地球上の土地を区切り、ＲＩ理

事会が編成したクラブ集団のことです。ゾーンは、一部

の例外を除き、地区を単位として国ごとに編成されてい

ます。ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくするために

８年に一度見直されています。 

 

 （詳しくは、ロータリージャパンをご覧ください。） 
 

 

 

第２５１２回例会 

日 時⇒ 平成２７年９月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『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 

第２５１３回例会 

日 時⇒ 平成２７年１０月２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『自己紹介』   劉 亜斌会員他 

 
＜会報当番：廻 辰一郎会員＞ 


