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２０２０-２１年度 

第２７３１回 
２０２１年３月２６日（金）点鐘１２時３０分 （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                 

◇本日はいらっしゃいませんでした。 

 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

皆様お久しぶりです。

そして明けましておめ

でとうございます。前回

皆様にお会いできたの

は１２月の忘年家族例

会でした・・・。 

緊急事態宣言は明

けましたが、感染状況

は思わしくないわけで、

心から晴れ晴れとした

気分にはなれないです。 

今回急な例会開催なので、プログラムを用意しており

ません。何かあれば後程お話ください。 

報告ですが、私の就任直後から勃発していたグルー

プ再編の問題について、我々の意見を飲んで頂くことが

出来ました。これをもって終結宣言を全クラブに出させて

頂きました。これからは地区と協調してやっていきたいと

思います。ご協力ありがとうございました。 

３月理事会について、予算と収支の差が２００万ほどあ

ります。これを寄付等に使うか、６０周年に活用するか等

は次回以降の理事会で検討します。 

ご意見がある方はご連絡ください。 

2021-22 年度の第４グループのガバナー補佐は、千

葉緑ロータリークラブから出て頂くことになりました。 

当初、地区補助金を利用して開催予定をしておりまし

た「第１８回国際里山の集い」は、今年度はコロナ禍で開

催することが出来ないので、補助金は返還することにし

ました。 

 

◆ロータリー米山記念奨学会より 委嘱状伝達                   

◇米山奨学生世話クラブ  

ラシライネン，ヴェルナ エリサさん（フィンランド） 

◇米山奨学生カウンセラー   斎藤 昌雄会員 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

◆委員会報告                   

社会奉仕委員会より（五十嵐博章委員長） 

皆さんこんにちは。皆さんお元気そうで嬉しいです。 

３月７日（日）、５０周年記念事業で植樹した都川の桜が、

一昨年の台風の影響により倒木していたものを皆さんの

ご協力により復旧して参りました。千葉南ロータリークラ

ブだけでなく、都川の環境を考える会の方のご協力も頂

きました。総勢２８名集まりました。伊藤会員の機転により

ユンボをご用意頂いたおかげでなんとか予定通り完了で

きました。 

残念ながら、その後数本はまた倒れてしまったようで

す。今年度は難しいのでそのままにしておくのですが、

また来年度以降定期的に復旧作業をしていくようにした

いと思っております。引き続きご協力をよろしくお願い致

します。 

私がカウンセラーをつとめました米山奨学生の件です

が、３月１３日に黄思涵（コウシカン）さんの卒業式に出席



して参りました。黄思涵さんは、ロータリーに非常に感謝

しておりました。本日、卓話をお願いしていたのですが、

都合が出来ないということで、会員の皆様お一人お一人

に扇子のお土産をご用意してくれました。本当は直接お

渡ししたかったと言っておりました。皆様に宜しくお伝え

くださいとのことでした。 

今後も彼女の活躍をお祈りしたいなと思います。 

◆出席報告 (会員数４８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。 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪廻辰一郎会長、河原大輔幹事≫ 

昨年の忘年家族例会以来の久しぶりの開催となりまし

た。すっかり季節は変わり、春の陽気となりました。皆様、

お変わりありませんでしょうか。 

今年度も残すところ 3 カ月と少しになりました。できる

限りのクラブ活動を行いたいと考えております。どうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

 

≪伊藤 和夫会員≫ 

久々の例会で少しボケています。さて、先日は、５０周

年記念事業で植えられた桜の倒木、皆さんの力で立て

起こすことができました。社会奉仕委員会をはじめ、奉

仕プロジェクト委員会の実践活動へのご協力、有難うご

ざいました。 

新型コロナウィルスの感染対策をしっかり行い、皆さん、

それぞれ新しい「夢」に向かって頑張りましょう！ 

 

≪大塚 裕正会員）≫ 

先日のゴルフ同好会、久しぶりに楽しい一日を過ごす

ことが出来ました。皆様と一緒に過ごす楽しさ、これが続

くことを願っています。 

 

≪加藤 隆章会員≫ （大枚） 

皆様との再会を嬉しく思います。そして何よりもグルー

プ再編プロセスにおいて、「情報は発進しただけでは伝

わったとは言えない」という点から強い気付きを得ました。

ロータリーには、「入りて学び 出でて奉仕せよ」という言

葉がありますが、この度の学びをぜひ自己の職業で生か

したいと考えています。廻会長、河原幹事、大変お疲れ

さまでした。 

≪向後 保雄会員≫ 

先月２月２日・３日と私の父向後一夫の通夜、告別式 

をコロナ感染防止のためにセレモ千葉寺を貸し切りにて

施行致しましたが、廻会長をはじめ大勢の方々にお越し

いただき、心より感謝申し上げます。 

 

≪齋藤 良尭会員≫ 

 久しぶりに皆様にお会いでき、とても嬉しいです。 

私事ですが、先日、習志野の自宅事務所から稲毛に移

転致しました。お近くにお越しの際は、ぜひ遊びにお寄

り下さい。因みに喫煙化です。 

 

≪出井 清会員≫ 

 吉田さん、卆寿おめでとうございます。次は白寿を目指

して、ロータリー活動、宜しくお願いします。 

 P.S 畠山会員、久し振りでございます。遠慮なさらず、

毎回例会出席、お願いします。 

 

≪戸井田 泰明会員≫ （大枚） 

３/２３に行われた同好会コンペにて大塚会長エレクト

と同じ組でプレイさせて頂きました。その際、大塚エレクト

の素晴らしいパットの技術を見させていただきました。今

年一番のゴルフでした。 

齋藤君、新事務所開店おめでとうございます。 

 

≪畠山 明則会員≫ （中枚） 

 皆様、お久し振りです！畠山です。 

今、私は男性バレーボールＶリーグ「千葉ゼルバ」のゼ

ネラルマネージャーをやっておりまして・・・、久し振りに

出席して、言いづらいのですが、スポンサーを募集して

おります。 ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

第２７３２回例会 

日 時⇒ ２０２１年４月２日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話  岡田 敦志会員 

第２７３３回例会 

日 時⇒ ２０２１年４月９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 「魅力のアラブ首長国連邦」 

卓話者⇒ 大木 智子様 

・株式会社ファンインターナショナル／代表取締役 

・Sheikｈ Sultan Bin Ｎａｓｓｅｒ Humaid Rashed  

Al Nuami Investment L.L.C.CEO 

・King of power CEO 

 

出席者数 

２５名 

欠席者数 

２３名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ０名 

修正出席率 

   次回にて 

千葉ＲＣ 月 
 

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 3/30・4/13 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/31 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 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 4/15 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 36，000 円 累計 241，000 円 

金の箱  1，390 円 累計 17，100 円 



 

 

コロナ禍で大連から日本へ戻って来ることがなかなか

難しい「劉亜斌会員」より、海を越えて奉仕活動を行って

いる様子が送られてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員誕生祝 

 

≪１月度≫ 

 三宅 廣会員、松尾博之会員、杉本峰康会員 

 鮫島永一会員、畑江大介会員、廻辰一郎会員 

≪２月度≫ 

 竹尾 白会員、今井太志会員、吉田裕成会員 

≪３月度≫ 

 植松省自会員、花澤 衛会員、間々田英俊会員 

   （誕生祝の記念品は、郵送済） 

 

会員結婚記念日祝 

 

≪１月度≫ 

 松尾博之会員、北原俊彦会員、間々田英俊会員 

 畑江大介会員 

≪２月度≫ 

 廻辰一郎会員、藤波勇一会員、宇井敏之会員 

 金親博榮会員 

≪３月度≫ 

 向後保雄会員、吉田裕成会員、齋藤良尭会員 

 小林 透会員、鮫島永一会員 

 

「３月２７日（土）、大連米山学友会のメンバーと愛

納自閉症団体と一緒にパン作りをしました。 

千葉南ＲＣからの支援金でお願いした杜先生から

パン作りの授業を受け、私は千葉南ＲＣの代表とし

て参加し、その場で謝金を手渡ししました。計６回

の授業を実施しました。」（劉会員のコメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夢」 

 

私の同期で、千

葉ローターアクトク

ラブのメンバーで

あった三浦氏に卓

話にお越しいただ

いた際に書いてい

ただいたもので

す。 

どうか皆さん、コ

ロナに打ち勝って

「夢」を持って頑張

りましょう！ 

 

（伊藤和夫会員より） 

 

 

 

 

≪会報担当：齋藤 良尭≫ 


