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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２５３３回 
平成２８年３月４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                 

・本日のゲストスピーカー  

岩澤不動産株式会社  岩澤 秀樹様 

・ゲストスピーカーの紹介者  向後 恵里様 

・株式会社奥山 代表取締役社長  奥山 栄臣様 

・千葉ロータリークラブ 国際ロータリー第２７９０地区 

ガバナー 櫻木 英一郎様 

・千葉幕張ロータリークラブ パスト会長 能勢 大弘様 

・第３９回ＲＹＬＡ（ﾗｲﾗ）セミナー ご参加者 

綜合警備保障㈱千葉支社 

櫻井 高嶺様、根本 なつみ様 

・元会員 斎藤 晴朗様 

・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 

理事・委員長会議報告 

クラブ運営資金会計報告、木原会計担当から報告あ

り、承認される。 

その他の議題として、地域の青少年奉仕・社会活動

奉仕に関して、活動計画書の会長挨拶にも載せたように

新しい活動を行わなくてはいけないということで、奉仕プ

ロジェクトの皆さんに打ち合わせをしていただき、何か新

しいことをやりたいなと考えております。その際には、委

員の方々はよろしくお願い致します。 

４月８日に勝浦ロータリークラブとの合同例会がござい

ますが、経緯を申しますと、私が RLI というロータリーの 

勉強会で勝浦ＲＣの方と一緒になりまして、テレビでも放 

映されている、毎年、お雛様のひな壇を飾る遠見崎神社

があるということもあり、是非やろうということになりました。

花見とタケノコ堀と勝浦の魚と酒を楽しみながら合同例

会を行いたいと思います。できるだけ多くの方のご参加

をお願いします。 

次年度ですが、金親会員がガバナー補佐就任に当た

り、色々勉強会等参加されておりますので、その経費に

ついて次年度の経費も含めて予算化していかなくては

なりません。ガバナー補佐は６年に１度回ってきますので

よろしくお願いいたします。 

地区からですが、本年度、次年度、協力して退会防止

に注力してきたことで、１１月と１２月は会員数が 2,800 名

になったのですが、また大台を割ってきているということ

ですので、６月に向かって新会員の入会を勧めてほしい

ということです。 

そこで、本日の卓話者の岩澤様、お客さまの奥山様

には、是非、当クラブに入会していただきたいと思いま

す。 

＊＊＊ 委員会報告                  

第３９回ＲＹＬＡセミナー参加報告（２０１５年１１月１４日～１５日） 

櫻井高嶺様、根本なつみ様（綜合警備保障㈱千葉支社） 

 セミナーに参加して幅広い年齢層、異業種の方々と交

流することが出来ました。ウォークラリーは想像以上に難

しく苦戦しましたが、いつの間にか一致団結して良い雰

囲気で終えることが出来ました。様々な方とコミュニケー

ションをとることができ、協調性を学ぶことが出来ました。

また、自分にとって挑戦も感じられる二日間となり、今後

の仕事に生かしていけると思っております。貴重な経験

をさせていただき、有難うございました。 

 

北原 俊彦会員（第２７９０地区会員増強委員長） 

大変嬉しいことに、今日は元会員の斎藤さんがお越し

になっています。斎藤さんが会長の時に私は幹事をやっ

ておりまして、斎藤さんと私は３０年来の長いお付き合い

になります。 

本日は櫻木ガバナーもお越しいただいておりますが、

お手元のガバナー月信をご覧いただくと、当千葉南ロー

タリークラブの会員数は５３名になっております。鈴木会

員増強委員長には本当に頑張っていただいております。

６月には 2,800 人という数字を残したいと思っております。

皆さんよろしくお願いいたします。 



斎藤 晴朗元会員 

私は１０年前ぐらいに退会しまして、現在は東京の勝

どきというところに住んでおります。私の会社は関東ヂー

ゼルという会社でしたが、実は経営権から何から全て、

他人に譲りまして仕事もリタイアしております。 

北原さんからもよく言われている（後継者のクラブ入会）

のですが、私の後継者が、実は埼玉県から通勤している

こともあり、ロータリーに入会させることが難しいと考えて

おります。 

何か機会がございましたら東京の方にお越しください。

ありがとうございました。 

＊＊＊ ３月度誕生日祝い・結婚記念日祝い      

≪誕生日祝い≫  

野本富美子会員、植松省自会員、花澤衛会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

 向後保雄会員、吉田裕成会員、小林透会員 

 鮫島永一会員、今関眞人会員 

＊＊＊ ニコニコボックス報告            

≪元会員・斎藤 晴朗様≫ 

久しぶりに例会に参加させていただきます。 

≪伊藤 和夫会長・石井 慎一幹事≫ 

岩澤不動産株式会社・岩澤 秀樹様、本日はようこそ

お越し下さいました。卓話『西軍の武将の末裔のお話   

～千葉開府９００年目のおもてなしへのヒント～』どのよう

なお話しが聞けるのか、楽しみです。よろしくお願いいた

します。 

向後恵里様、奥山栄臣様、櫻井高嶺様、根本なつみ

様、千葉ロータリークラブ 地区ガバナー 櫻木英一郎様、

千葉幕張ロータリークラブ パスト会長 能勢大弘様、元

会員・斎藤晴朗様、シェルパ・チリンさん、本日はようこそ

お越しくださいました。オークラホテルの美味しいランチ

と、岩澤様の卓話でどうぞごゆっくりお過ごしください。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

 清水さん、おめでとうございます。地元のために益々の

ご活躍をお祈りします。 

 

 

＊＊＊出席報告 (会員数５３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⇒ 『西軍の武将の末裔のお話し 

    ～千葉開府９００年目のおもてなしへのヒント～』 

卓話者⇒ 岩澤不動産㈱  岩澤 秀樹様 

       （歴史研究家・地域史研究家） 

 

 

最初に、戦国時代最大の天下を 

分けた関ヶ原の戦いで、事実上 

の総大将として西軍を率いた『義

の智将・石田三成』の末裔について

お話させていただきます。治部少

輔石田家 第 15 代ご当主は、石田

三成公の本拠地、滋賀県長浜市石

田町にて毎年 11 月第一日曜日に

行われる『石田三成祭』に、ご当主として毎年法要の席

に出席されます。法要後に行われる、地域の皆さまで盛

り上げるイベントには、全国各地から戦国の智将・石田

三成ファンのお客様や、毎回素晴らしい豪華なゲストが

いらっしゃいます。2015 年 11 月 1 日(日)に行われた石

田三成公第 415 回忌法要では、NHK 大河ドラマ「真田

丸」で石田三成公を演じる山本耕史さんも、石田三成公

の墓前にご挨拶されました。法要後には、石田三成公事

績顕彰会のある石田会館で座談会や講演会も行われ、

地元石田町の方々に残る伝承や、最新の戦国時代の研

究動向などが講演されます。 

また、『武将の末裔』(週刊朝日 MOOK)にて、415 年の

時を超えて再会した、大谷刑部少輔吉継家の末裔や、 

豊臣秀吉の正室・ねね(北政所)さんの実兄の末裔である、

旧大名家の日出藩木下(豊臣)家の末裔の皆さまのお話

も、合わせてさせていただきます。 

さらに、本年の NHK 大河ドラマ『真田丸』の主役、真

田幸村(信繁)公の末裔として、仙台真田家 第 13 代ご当

主(真田幸村公から数えて 14 代目)のご紹介もさせて頂

きます。 

伊達政宗公と片倉小十郎で知られる仙台藩に、仙台

真田家初代の片倉(大八)守信公が匿われ、宮城県蔵王

町や白石市にて、仙台藩士として残りました。 

仙台真田家ご当主が書かれた著書と、宮城県蔵王町の

取り組み『仙台真田物語』をご紹介いたします。そして、

西軍の武将の末裔の皆さまとともに、各地を盛り上げる

皆さまから学んだ知恵と経験のいくつかを『千葉開府

900 年目のおもてなしへのヒント』としてお話し致します。

これから皆さまで様々な企画を考えて戴くために、千葉

開府 890 年目の今年、2016 年を最初に、千葉から全国

各地に拡がる『千葉氏一族』に縁がある各地域と連携し、

さらに盛り上げて 900 年目を迎える機運を高められれば

と思います。 

最後に、今までなかなかスポットが当たらなかった『西

軍の武将の末裔のお話』は、教科書で知っている武将

の名前のはずなのに、現在の末裔のお話は、みんな知

らない斬新な内容で、皆さまの興味が膨らむ内容だった

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 222,000 円

金の箱 380 円 累計 15,058 円

出席者数３７ 欠席者数１６ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ９ 修正出席率７５．４７ ％

千葉ＲＣ 月 4/4 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/29・4/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/15・3/22 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 4/20 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 4/7 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 3/24・3/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



と思います。3 日かけて、じっくりとスライドを作り込んで、

お話した価値がありました。 

最初は私も、戦国武将の末裔が現在もいて、各地で

活躍されているとは考えたことがありませんでしたので、

皆さまと同じく、実際にお逢いして驚く側の一人でした。

しかし、よく考えると、それはとても身近にあるものなのか

もしれません。 

長い日本の歴史の中で動乱の時代もありますが、末

裔が現在もいることは、ある意味で自然なことですね。ま

たこのような機会を戴けましたら、ぜひお話をさせていた

だきます。このお話の続きは、これらの本に書かれており

ますので、ご興味がありましたらぜひご一読下さい。 

 

◆武将の末裔【平成の陣】《第二弾》 

週刊朝日 MOOK (朝日新聞出版) 

発売: 2016 年 2 月 9 日 

http://www.amazon.co.jp/dp/4022770368/ref=cm_sw_r_

tw_awdo_pgX4wb0KMK9S3 

via @amazonJP 

 

◆真田幸村の系譜 直系子孫が語る四〇〇年 

著:真田 徹(河出書房新社) 

発売: 2015 年 12 月 19 日 

http://www.amazon.co.jp/dp/4309226442/ref=cm_sw_r_

tw_awdo_R.W4wb11A33M0 

via @amazonJP 

 

◆直系子孫が明かす! 真田幸村の真実 

監修:真田 徹 (宝島社) 

発売: 2015 年 11 月 12 日 

http://www.amazon.co.jp/dp/4800247039/ref=cm_sw_r_

tw_awdo_ncX4wb0QFVD41 

via @amazonJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５３４回例会 

日  時⇒  平成２８年３月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『 ＩＴ時代の今だからこそ 

           自分で書く美しい文字の大切さ 』 

卓話者⇒  （財）書道芸術院事務局 

         次長 三浦 鄭街様 

第２５３５回例会 

日  時⇒  平成２８年３月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『 あなたの毎日に、福祉という翼を 』 

卓話者⇒  淑徳大学総合福祉学科 

       准教授 松浦 俊弥様 
 

 
＜会報当番：北田 城児会員＞ 


