
 

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２５１８回 
平成２７年１１月６日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

＊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                 

・国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ｂ 

ガバナー補佐 郭 福男様 

・米山奨学生  シェルパ・チリンさん 

 

＊＊＊ 入会式                  

土屋 文武会員（中央資材㈱代表取締役社長） 

             ＜紹介者⇒五十嵐博章・鈴木美津江会員＞ 

父が長年に亘り、大変お世話になりました。また、父の

葬儀の際には、大勢の皆様にご参列いただき、有難うご

ざいました。 

こちらにご挨拶に来ましたのは、１９年前となりますが、

私の結婚式のお祝いに来て下さった方々にお礼に伺い

ました。 

このたびの入会に際し、五十嵐さんとは、家が近所で

して、ご夫婦で空手をされていて、何をされるかわからな

い（笑）ので入会させていただくことにしました。 

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

 

土屋会員（左） 

 

 

伊藤会長（右） 

 

 

 

 

＊＊＊ 会長挨拶及び報告     伊藤 和夫会長 

＊本日は、郭ガバナー補佐にお越しいただいておりま

す。 

＊土屋文武会員、ご入会おめでとうございます。 

＊ロータリーの友１１月号（右開き３０～３１ページ）に千葉

南ＲＣ主催「国際里山の集い」の記事が掲載されてい

ます。是非ご覧下さい。 

＊９日（月）、第３分区Ｂ合同ゴルフ大会があり、当クラブ

から１１名が参加します。 

＊１３日（金）、地区フェローシップ委員会が開催されます。

出井会員が出席します。 

＊１４（土）・１５（日）、ライラセミナーが開催されます。 

瀧川会員と社員の方２名が参加されます。 

＊１６日（月）、千葉東ＲＣ・創立２５周年記念式典開催 

  ９名出席します。 

理事・委員長会議報告 

1. ２０１６-２０１７年度理事・役員候補者の件 

承認される。 

2. 世界大会の件  

５月２８・２９・３０日 是非ご参加下さい。 

3. １２月１９日（土） 忘年家族例会の件 

例年通り、全員登録とする。 

4. 新会員委員会所属の件   

土屋文武会員⇒親睦活動委員会に決定。 

5. クラブ運営資金会計報告  承認される。 

6. 職場訪問及び親睦旅行会計報告  承認される。 

※長崎のカステラのお土産がありますので、旅行に行

かれなかった方は、お持ち帰り下さい。 

＊＊＊委員会報告                 

会員増強委員会 （鈴木 美津江委員長） 

土屋会員、ご入会おめでとうございます。今、５２名で

すが、目標は６０名でございます。あと８名の増強です。 

そこで皆様にお願いがございます。会員全員が会員

増強委員です。来週、例会の時間を少し頂戴して、会員

増強委員会を行います。委員会ごとに紹介カードを１枚

提出していただきたいと思います。ご協力下さいますよう

宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会 （酒井 秀大副委員長） 

１１月２２日（日）開催の「いきいきフェスタ多古」にひか



り学園が出店するバザーにおきましてご協力いただいた

皆様、有難うございました。 

米山奨学生・シェルパ・チリンさんより 

 米山学友会バーベキュー大会が９月５日、東京情報大

学キャンパスで開催されました。ガバナー月信に写真が

載っていますのでご覧ください。 

 ネパール大地震の際、皆様から頂いたお見舞金で、

私の故郷の小学校へノートや鉛筆等の文房具用品を届

けました。有難うございました。 

＊＊＊ 幹事報告         石井 慎一幹事  

◇千葉緑ＲＣ・忘年家族例会開催のご案内 

  日時⇒ 平成２７年１２月１２日（土） 点鐘１８時 

  会場⇒ 京成ホテルミラマーレ 

  会費⇒ １０，０００円 

◇千葉西ＲＣ・創立４０周年記念式典開催のご案内 

  日時⇒ 平成２８年２月２７日（土） 点鐘１６時 

  会場⇒ 三井ガーデンホテル千葉 

  登録料⇒ １０，０００円 

※ご参加いただける方は、事務局までお申し込み下さい。 

＊＊＊ １１月度誕生日祝い・結婚記念日祝い      

【誕生日祝い】 

普天間 操会員、畠山 明則会員、金親 博榮会員 

石井 慎一会員、本田 博会員、早野 友宏会員 

【結婚記念日祝い】 

 北田 城児会員、橋口 透会員、土屋 文武会員 

 瀧川 誠会員、鷲見 隆仁会員、太田 和夫会員 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪ガバナー補佐 郭 福男様≫ 

 こんにちは。ガバナー補佐の郭です。いつもお世話に

なっております。今日は来るガバナー公式訪問の事前

の打ち合わせを行いに来ました。宜しくご協力の程お願

い致します。 

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

第３分区Ｂガバナー補佐・郭福男様、本日は当クラブ

にお越しいただき、有難うございます。クラブ協議会、宜

しくお願い致します。 

土屋文武会員、当クラブへのご入会、おめでとうござ

います。そして、有難うございます。これから、宜しくお願

い致します。 

≪親睦活動委員会 杉本峰康委員長≫ 

先日の親睦旅行、大変お疲れ様でした。至らない点

が多々あったかと思いますが、皆様のご協力により、無

事終えることが出来ました。有難うございました。 

特に親睦委員の皆様には、随所にご活躍いただきま

して、本当に楽をさせて貰った旅行となりました。千葉南

クラブの親睦活動委員会は、地区で最強です！ 

本当に有難うございました。 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５２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。 

クラブ協議会 

 

国際ロータリー第２７９０地区 

第３分区Ｂ ガバナー補佐  郭 福男様 

 

皆様、こんにちは。日頃は何か

とご協力いただき、有難うございま

す。 私は、千葉緑ロータリークラ

ブに所属しております。当クラブ

は、平成１０年に貴クラブの子クラ

ブして独立し、今年で１８年目に

なります。 先ず、若い会員さんたちにお願いしたいのは、

例会、クラブ行事等に積極的に参加して、クラブに慣れ

ていただきたいということです。 

本日は、ガバナー公式訪問の２週間前のクラブ協議

会ということで、宜しくお願いいたします。２０日の公式訪

問では、例会終了後にクラブ協議会があります。当日は、

会員増強、出席率の問題などを聞かれると思いますが、

地区へ対してのご意見やご要望、クラブの問題点、アピ

ール等を言っていただいても結構です。 

多数のご出席を宜しくお願い致します。 

 

 

 

第２５１９回例会 

日 時⇒ 平成２７年１１月１３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒  水田 智樹会員 

第２５２０回例会 

≪ガバナー公式訪問≫ 

日 時⇒ 平成２７年１１月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『ご挨拶』 

卓話者⇒  国際ロータリー第２７９０地区 

         ガバナー  櫻木 英一郎様 

 
＜会報当番：松尾 博之会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 143,000 円

金の箱 577 円 累計 10,548 円

出席者数４０ 欠席者数１２ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率６８．５２％ 

千葉ＲＣ 月 12/14・12/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/17・12/22 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/22・12/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/9・12/16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/18 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/17 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/10・12/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


