
 

国際ロータリー第２７９０地区 
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〔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２５２５回 
平成２８年１月８日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

＊国家斉唱『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                 

・落語家 月の家 鏡太様 

・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 

新年おめでとうございます。 

今年は、平成では２８年、西暦では２０１６年です。平

成の２と８をかけて１６ですから覚えやすいです。 

本日は、月の家鏡太さんが、この３月に真打に昇進さ

れるということで、クラブに来ていただいております。 

初笑いということで楽しみにしています。 

 

【理事・委員長会議報告】 

１． 次年度ガバナー公式訪問の件 

ガバナー公式訪問について、ガバナーエレクトの青木

さんから、千葉緑ＲＣと合同で開催してほしいと要望があ

りました。理事会としてはこれを承認しました。 

２． 地区委員推薦の件 

 三神秀樹会員⇒ ロータリー青少年交換委員会 

 鈴木美津江会員⇒ 米山記念奨学委員会 

 江沢一男会員⇒ ロータリー財団委員会 

３． 入会候補者の件 

 石橋チヅエ氏⇒ 承認される。 

４． 新会員委員会所属に件 

鮫島永一会員⇒ 親睦活動委員会 

猪野昭夫会員⇒ 親睦活動委員会 

５． 退会届の件  

藤田初男会員・・・承認される。 

６． クラブ運営資金会計報告 承認 

７．忘年家族例会会計報告  承認 

 

＊＊＊ 入会式                  

≪鮫島 永一会員≫（千葉アロー㈱代表取締役） 

           紹介者：伊藤和夫、竹尾 白 会員 

体調崩しまして、しばらく退会していましたが、皆様の

もとに戻ってきました。生まれは九州鹿児島ですが、50

年以上千葉に住んでいますので、心は千葉県人です。

仕事は建築設備の空調を中心としています。 

これから皆さま、仲良くよろしくお願いします 

≪猪野 昭夫会員≫（千葉信用金庫寒川支店長） 

           紹介者：野城友三、塩谷邦昭 会員 

１９６４年生まれで年齢は５１になります。千葉南ロータ

リークラブも１９６４年発足と聞いておりますので、親しみ

を感じております。前任の松浦会員が支店長在籍１年８

カ月という短い期間でありましたが、私は少なくともそれ

を超えて３年くらいは在籍していたい気持ちであります。 

また、皆様と情報を共有しつつ、お互い成長していきた

いと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  伊藤会長   鮫島会員  猪野会員  野城会員 

＊＊＊ １月度誕生日祝い・結婚記念日祝い        

【誕生日祝】 

 小野成子会員、三宅 廣会員、末吉淳子会員 

 松尾博之会員、中森壽一郎会員、杉本峰康会員 

 鮫島永一会員、廻辰一郎会員 

【結婚記念日祝】 

 小野口壽一会員、松尾博之会員、北原俊彦会員 



＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

皆さん新年おめでとうございます。平成２８年第１回目

の例会です。わりと天候に恵まれた年末年始でしたが、

皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか？ 

鮫島会員、お帰りなさい。猪野さん、これから宜しくお

願い致します。 

月の家鏡太さん、真打、おめでとうございます。 

会長、幹事としてのお役目も残り半分、今年も宜しくお

願い致します。 

≪伊藤 和夫会長≫ 

皆さん、明けましておめでとうございます。今年も宜し

くお願い申し上げます。 

２０１６年第１回目例会は、ニコニコ例会（第２５２５回）

です。 

気分一新、着物を着て参りました。皆様、ニコニコ宜し

くお願い致します。 

≪ＳＡＡ一同≫ 

 新年おめでとうございます。今年も例会のスムーズな進

行にご協力をお願い申し上げます。 

≪小野口 壽一会員≫ 

 明けましておめでとうございます。多くの皆様に年賀状

を有難うございました。 

≪出井 清≫ 

 おめでとうございます。伊藤会長に誘われて着物を着

てみました。久しぶりに気が締まった気がします。 

≪吉田 裕成会員・斎藤昌雄会員≫ 

 皆さま、新年おめでとうございます。国際大会へのご参

加、宜しくお願い申し上げます。 

≪杉本 峰康会員（親睦活動委員長）≫ 

明けましておめでとうございます。昨年末の忘年家族

例会におきましては、多数のご出席有難うございました。

お陰様で２１世紀になってから最高の人数のご参加を頂

きました。特に親睦活動委員の皆様には、随所に活躍

頂きました。有難うございました。 

本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

＊＊＊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。 

    

＜伊藤和夫会長＞ 

年に 4 回のクラブ協議会があります。本日がそのクラ

ブ協議会の日であります。会員の皆様におかれては活

動計画書を時々読んでください。“一期一会の心をロー

タリーに”と考えています。一期とは一生のことであります。

一生の間に一度しか会わないかもしれないが、その人に

最大のもてなしをすることが一期一会の心です。人と人

とのつながりを大事にして、この一年、ロータリーライフを

楽しくしていきたいと思います。 

＜クラブ管理運営委員会（向後保雄委員長）＞ 

各委員が一丸となって、本年度の RI 会長方針である”

世界のプレゼントになろう“というテーマに邁進していま

す。活動計画の中にあるように、ロータリーの活動を会員

により理解してもらう。会員同士の絆を深める。奉仕活動

に一層努める。こうしたことを念頭に各委員会の連携と

協力体制を強めていきます。 

＜会員増強退会防止委員会（鈴木美津江委員長）＞ 

6 か月で 49 人から 53 人に増加しました。残念でありま

すが退会者が１人いました。退会者をなくすることも重要

課題ですので、各委員会と協力して次の 6 か月は退会

者を出さないようにしていきたいと考えています。新入会

員も改めて募り、最終的には 60 人としたいと考えていま

す。 

＜ＩＴ広報委員会（大塚裕正委員長）＞ 

里山や旅行においては、その度にロータリークラブの

ジャンパーを着て広報をしておりました。会員が増加した

こともありますので、ジャンパーを補充したいと考えてお

ります。 

＜奉仕プロジェクト委員会（出井 清委員長）＞ 

本年も前年に引き続き、全力で対応いたします。 

                                   

初笑い 

  本年４月に真打に昇進

「二代目・月の家小圓鏡」

と改名予定の落語家  

月の家鏡太さんにお忙し

い中をお越し頂き、笑いを

沢山いただきました。 

 

第２５２６回例会 

日 時⇒ 平成２８年１月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員ミニ卓話』 

第２５２７回例会 

日 時⇒ 平成２８年１月２２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『３０年経った日本航空機 

            墜落事故との接点』 

卓話者⇒ 航空振興財団羽田総合センター 

        ヘリ・シミュレーター 教官 鈴木 康之様 

 
＜会報当番：河原 大輔会員＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 16,000 円 累計 198,000 円

金の箱 800 円 累計 12,813 円

出席者数３６ 欠席者数１６ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 次回にて 

千葉ＲＣ 月 2/8・2/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/9・2/23 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/9・2/16 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 1/27・2/10 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 1/27・2/10 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/4 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 1/28・2/18 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


