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２０１７-１８年度 

第２５９３回 
平成２９年７月７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                 

◇第３分区Ｂガバナー補佐 小池 清二様 

◇千葉東ＲＣ   幹事 鳴海 寿裕様、李恵蘭様 

◇市原中央ＲＣ 会長 時田 清次様 幹事 宮寺 仁様 

◆会長報告          向後 保雄会長         

このたび第５４代の千葉南

ロータリークラブの会長に就

任させて頂きました向後でご

ざいます。これから１年間、皆

様のご協力を得ながら、とに

かく親睦を第一と考え、親睦

を重点におきながら会員増強

に努めていきたいと思ってお

ります。 

本年度のＲＩ会長は、「ロー

タリーに変化をもたらす」という

テーマを掲げておられます。ロータリーとは、どんな団体

なのかといわれれば、我々は奉仕の団体ですから、奉仕

を通じて人々の生活に変化をもたらすということが我々ロ

ータリーの会員として席を置くことの意味であり、それが

あるから充実感を得られ、ずっとこの会に所属をしている

のだということでございます。 

我々の方針の中で、「暮らしを豊かにする」「変化をも

たらす」ということですから、前年度の小林会長の時にロ

ータリー財団の補助金の申請をさせて頂いておりました

が、先日、承認されました。人々の人生に変化をもたら

すその一つとして、我々は先ずは寄付するだけでなく、

自ら体を使って奉仕をしていこうということになりました。  

そこで今回は、千葉市内の小学校 111 校に、「千葉常胤

公ものがたり」という漫画本を寄付することになりました。 

そして同時に紙芝居を作って一校に一つずつ提供し

ていこうではないかということになりました。 

この漫画本は、５・６年生用に作られたもので、それを

紙芝居として作ったものが３年生用だと聞いております。

小学生に「千葉氏」の歴史を知ってもらい、大人になって

「千葉常胤公」の業績に興味を持ってもらえたらという思

いがあります。 

千葉市、千葉県の「千葉」という名前の由来になって

いる「千葉常胤公」の「千葉氏」の歴史を学んでいただく

ことを今年度のテーマの一つとして考えております。 

また、今までやってきた奉仕活動・プロジェクトについ

ても同じように継続してやっていこうと思っておりますが、

会員皆様のご協力をいただかないとできないことであり

ますので、宜しくお願い申し上げます。 

会員増強につきましては、“６０周年で６０名で”を引き

継ぎ会員増強に努めていきたいと思います。皆様のご協

力、宜しくお願いいたします。 

本日、「まゆたま」というジャズバンドの皆さんにお越し

いただいておりますが、今年は、ベイサイドジャズ２０周

年という記念すべき年でして、鈴木親睦活動委員長から

も是非、ジャズをやっていただいたらと提案されまして、

今回、「まゆたま」の皆様にお出でいただきました。 

例会最後に「上を向いて歩こう」の曲を皆さんと一緒に

歌って本日の例会を締めたいなと思っております。 

宜しくお願い致します。 

 

◆ご挨拶                    

【第３分区Ｂ ガバナ補佐 小池 清二様】 

国際ロータリーの中に私

たちはクラブとして個人とし

て所属しているわけでござ

いますが、国際ロータリー

が今先進国のアメリカと日

本の会員が減少していると

いうことで、会費また寄付金

が不足がちだということで、

ガバナーが、国際協議会

ではその会員増強を最大の課題として承っている、それ

を各クラブへ会員増強してくださいと皆様にメッセージを



されるわけです。それを受けて会員増強を図らなければ

クラブの発展は叶わない。また逆をいいますと、クラブ活

性化をすれば会員拡大ができるのではないかなというこ

とでした。 

一年間にやるべきクラブでの任務とういうのは手引書

の中に１０項目くらいございます。いずれにしてもクラブ

の活性化は会員の皆様方がすべての案件に対して参

加していただいて、自分のクラブの評価をしていただく。

これなくして、達成はないかもしれない。そのクラブの活

性化はクラブの活力度テスト、クラブの会員満足度テスト

が、手引書の中にあるのでぜひやって頂きたいと思いま

す。会員が大勢いらっしゃるので、それに増して会員拡

大をしていただきたいと思います。 

ロータリーが変わったとよく言われるわけは、日本のロ

ータリーが奉仕活動で自分の倫理を守って職業をやれ

ば自分の職業が発展して、それから社会奉仕にいけると

いうことなのですが、これが日本の職業方針のロータリー

の理念だけでは社会に置いて行かれる。ガラパゴスとい

うことなのですが、私は今年度、職業倫理とういうものを

していないと会員拡大は出来ないということでございます

ので、是非クラブの委員会活動等の充実を図っていた

だきたいと思います。 

今、地区でも行われている「Ｒ・Ｌ・Ｉ」という会議がござ

います。これはロータリーが低迷してきたときにどうしたら

良いかということから会議の重要性が増してきたと思いま

す。今年度私がガバナー補佐を受けるにあたりまして、

知らない質問されたら困るなと思いまして、２月から６回

参加しています。入会されて一年の方の意見でも尊重

するわけです。言った以上は、自分も参加意欲があるか

ら自分もこのクラブに協力するという体制でございますの

で、是非、「Ｒ・Ｌ・Ｉ」の講習会に大勢の方に参加してい

ただきたいと思います。 

一番お願いしたいのは、会員全員が一本の苗木を植

えて下さい。是非、クラブとして人数分だけ職務をしてい

ただきたいと思います。 

 

【千葉東ＲＣ・幹事 鳴海 寿裕様】 

本 来 で あ

れ ば 会 長 が

訪 問 す る べ

きところです

が、私用のた

め 私 と 李 会

員で参りまし

た。私どもは、

第３分区Ａな

のですが、今週、Ａ分区内の７クラブの初例会が終わり

まして、各クラブの会長さんは非常に緊張した趣きで、ガ

チガチでしたが、千葉南ロータリーさんは、会長さんの話

も良く、雰囲気も和やかで、会員になりたいなと思う勉強

になるような初例会です。私どものクラブは、会員数は３

０人そこそこで、女性会員が６名おりまして、これからも女

性会員を増やす活動をしております。 

私も地区の方で会員増強を着々と進めており、４回も

委員会を開いており、年に１２回くらいはやろうかなと考

えております。 

分区は、ＡとＢで分かれておりますが、これからはＡと

Ｂで境を持たずに繋がりがあるようになればとＡ分区のガ

バナー補佐も言っておられました。そんなようなことで、

今後ともお付き合いのほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

【市原中央ＲＣ・会長 時田 清次様】 

千葉南ロータリークラブとさ

んとの関りは、前年度金親ガ

バナ－補佐に色々面倒見て

頂いたのと、米山奨学生の集

まりで、たこ焼きをしたことがあ

ったのですが、その時に人数

も多く、和気藹々としていて見

習わなければならないクラブ

だなと感じています。市原中

央クラブも 51 年になるのですが、千葉南クラブさんを見

習って、もう少し活性化させていきたいと思っているとこ

ろです。一年間力を合わせて頑張っていきたいと思いま

すので宜しくお願い致します。 

◆入会式                    

【小川 俊満会員】 （東京電力フュエル＆パワー㈱ 

千葉火力発電所 所長） 

東京電力も震災以降ロータリー活動を退会するなど

厳しいところはございましたが、徐々に活動を戻せる状

況になってきましたので、今回の入会になりました。私と

しても初めてですので皆様のご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願いいたします。 

 

【松丸 隆一会員】 （㈱千葉興業銀行 取締役副頭取） 

前任の梅村に続きまして、皆様と会を盛り上げていき

たいと思っております。出身は千葉県の市川市でみずほ

銀行（旧富士銀行）に入りまして、色々な業務をやらせて

頂きました。その中で、2006 から 2008 年まで、みずほ銀

行の船橋支店の支店長をしておりました。その時に船橋

西ロータリークラブにお世話になり、当時のメンバーと今

でも親交を深めております。是非、皆様ともいろいろな形

で親しくさせていければと思っております。 

宜しくお願い申し上げます。 

 

  出井会員／松丸隆一新会員／小川俊満新会員／伊藤会員 



◆委嘱状伝達                    

≪奉仕プロジェクト統括委員会・職業奉仕 

 委員会委員≫・・・ 出井 清会員 

≪青少年奉仕統括委員会  

青少年交換委員会委員長≫ 

小池ガバナ

ー補佐から

地区委員の

委嘱状が 

手渡されました。 

 

小池清二ＡＧ 三神秀樹会員 

◆委員会報告                   

【会員増強・退会防止委員会 ・・・ 伊藤和夫委員長】 

会員増強特別委員会が以前もあったのですが、復活

して、また組織いたします。そして、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４つの

グループに分けました。チームリーダーをそれぞれ委嘱

して委員の皆様に会員増強の活動化（勧誘活動）をして

いただけるようにしたいと思います。 

【国際奉仕委員会 ・・・ 斎藤昌雄委員長】 

「第１４回韓日親善会議が 9/23 に韓国・ソウルで開催

されることになりました。当クラブの唯一の親交クラブが

東仁川ロータークラブでして、その関係もあり、これまで

の日韓・韓日親善会議では、寺澤会員が中心となって、

多数の会員の皆様に参加いただいております。申し込

みは今月7/30までとなっておりますが、是非ご都合のつ

く方は一人でも多くの方に参加していただければと思い

ます。 

【社会奉仕委員会 ・・・ 酒井秀大委員長】 

７月１６（日）、「第１３回アドベンチャー都川」が開催さ

れます。申し込みは今日までですので、申し込みされる

方は、私までお願いします。 

【親睦活動委員会 ・・・ 鈴木美津江委員長】 

２１日（金）に開催される「納涼懇親夜例会」で盆踊りを

行いますが、その練習を来週１４日の例会終了後に行い

ますので、皆さん是非ご参加して下さい。 

 

◆７月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い           

≪誕生日祝い≫ 

 五十嵐博章会員 竹中正二会員 土屋文武会員 

≪結婚記念日≫     

該当者なし 

◆ニコニコボックス報告             

≪千葉東ロータリークラブ様より≫ 

 初例会おめでとうございます。向後会長、水野幹事、ご

就任おめでとうございます。一年間、頑張って下さい。 

≪市原中央ＲＣ・会長 時田清次様、幹事 宮寺仁様≫ 

 向後会長、水野幹事、ご就任おめでとうございます。 

一年間、宜しくお願い致します。 

 

≪向後保雄会長・水野浩利幹事≫ 

 ２０１７-１８年度の第一回目の例会となります。小池ガ

バナー補佐をはじめ各クラブよりお越しいただきました皆

様、有難うございます。 

 新会員の小川会員、松丸会員、ご入会おめでとうござ

います。千葉南ロータリークラブの会員として、ともに活

動してまいりましょう。 

≪伊藤和夫会員≫ 

 ２０１７-１８年度千葉南ロータリークラブ、向後・水野年

度の輝かしいスタートを心からお祝い申し上げます。 

 頑張って下さい。 

≪鈴木美津江会員≫ 

 向後丸の出発の日であります。一年間、健康に気を付

けて頑張って下さい。 

 親睦活動委員会も頑張って行きます。皆様、ご協力の

程よろしくお願い致します。 楽しい一年にしたいと思い

ます。 

≪出井清会員≫ 

 向後・水野丸の七夕出航おめでとうございます。一年

間、無事に航海されますようお祈り申し上げます。 

≪吉田裕成会員、植松省自会員、斎藤昌雄会員≫ 

今日は七夕。そして向後・水野年度の始まりの日です。

なんだか幸先の良い日です。一年間、宜しくお願い申し

上げます。 

 

◆出席報告 (会員数４９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。 

 
 

 

第２５９４回例会 

≪クラブ協議会≫ ガバナー補佐訪問 

日 時⇒ 平成２９年７月１４日(金) 点鐘１２：３０ 

第２５９５回例会 

≪納涼懇親夜例会≫ 

日 時⇒ 平成２９年７月２１日(金) 点鐘１８：００ 

 
＜会報当番：酒井 秀大＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 25,000 円 累計 25,000 円

金の箱 398 円 累計 398 円

出席者数

３４名 

欠席者数

１５名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

５名 

６/２３ 修正出席率  

６２．０ ％ 

千葉ＲＣ 月 7/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― 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 7/26 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 7/20・7/27 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 7/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


