
 
 

国際ロータリー第 2790 地区第 3 分地区 B 

市原ロータリークラブ会報 
 第 2221 回 例 会 2009 年 7 月 1 日（水） SAA/加 藤 会 員  会 報 担 当 /平 野 会 員  

例 会 場 五 井 グ ラ ン ド ホ テ ル  市 原 市 五 井 5 5 8 4 - 1  事 務 局 0 4 3 8 - 3 8 - 3 5 3 5 

★点鐘 市原 RC 会長 千葉精春  ★ソング 奉仕の理想 

★ お客様 

市原中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ及川喜和様 泉水博様 高橋啓子様 浅野薫之様 幹事田仲様 

千葉緑ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長松崎久夫様 幹事松崎様 幹事藤田様 

千葉南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 幹事鈴木様  

千葉港ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 幹事高橋様  

★市原 RC 会長 千葉精春 

会長就任のご挨拶 

ロータリーの新しい年度の始まりである 7 月、まさに その最初の１日という日に かくもたくさ

んのお客様にお越しいただきまして  

当 市原ＲＣの今年度最初の例会が開かれますことを 大変うれしく 感無量でございます。 

先程お客様のご紹介ございましたが 2005-06 年度私がクラブ幹事でした時 

第３分区Ｂの各クラブの同期の幹事・副幹事の皆様、そして常日頃 公私共に大変お世話になっております皆様です。00

何かとお忙しい中、大変ありがとうございます。感謝申し上げます。 

さて振り返りますと、私自身 2000 年７月 縁ありまして当 市原ＲＣに入会させていただきました。 そして今日から 10 年目

入りました。この間 ９年間、どんなロータリアンであったかといいますと 決して真面目なロータリアンではありませんでし

た。 真面目なロータリアン・・・真面目でないロータリアン・・・とは どんなロータリアンかといいますと すでに皆様お分か

りのように 例会にきちんと出席する方です。  私自身入会３年目の下半期半年間で 3 回しか例会に出なかったことがあ

ります。出なかった と思わず言ってしまいましたが・・でなかった と 出られなかった では大変なニュアンスの違いがあり

ます。出られなかった と言うほうが無難かと思います。 

 

当時、例会場は姉崎ロイヤルホテルでした。私の仕事場 五井からは 20～25 分かかり、つい遅れがちになり そのうち  

間に合わないと思うと 行かないしようとなり それが3回 4 回 と続くと 何とも思わなくなり 水曜日の昼間 ロータリーの

例会だということさえ忘れてしまう、そんな状況だったのかもしれません。その様な時、どなたか声をかけてくれればそんな

こともなかったのかもしれません。私自身の例を述べてしまいましたが、そんな心遣いも必要だと思っています。 

世界中のすべてのＲＣは週に一度必ず例会を開いております。開かなくてはならないのです。そしてロータリーの例会に出

ることはロータリアンの責務であり義務であると謳われております。 週に一度ロータリーの例会に出席することでロータリ

アンとしての基本的な資質の向上が培われていくと言われます。 

現在はこの五井グランドホテルですが  先程お話しましたように往復かなりの時間、今は南部 牛久の方から来る方もお

ります 千葉 また木更津 君津の方もおります。 

その様に往復 1 時間はかかり例会時間含め 2 時間、仕事を投げ打って出てくる訳です。しかしその投げ打って出てきた例



 

 

 

 

 

会は職業奉仕実践のための自身の資質向上の場であると言われております。 

綺麗ごとを言うかもしれませんが・・・例会に出席するメリットは仕事を中断してきたデメリットを上廻らなければならないと思

うのであります。そのような事を考えますと いろいろな方と語り合いそしてお互いの職業を尊重し理解し いろいろな情報

交換し 自身の資質向上のための例会・・・しかし 限られた一時間という時間です。その中で 例会の意義というものを考

え より一層 例会の充実を図って行きたいと思います。 

みなさまのご協力なくしてはできませんので宜しくお願いいたします。 

ちなみに 例会時間が一時間というのは 日本・韓国・台湾だけだとの記述もありますが真意の程は・・・。 

 

今年度のＲＩ会長のテーマは「ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ ＯＦ ＲＯＴＡＲＹＩＳ ＩＮ ＹＯＵＲ ＨＡＮＮＤＳ． ロータリーの未来はあなた

の手の中に」 です。 そして当地区 中村ガバナーのテーマは「Ｃｈａｎｇｅ＆Ｃｒｅａｔｅ」 です。 

ポール・ハリスの言葉に「世界は常に変化している。ロータリーの物語は幾度も書き換えられなければならない」また 「ロ

ータリーは変えてはならないこと、変えなければならないことがある。 変えてはならないのはロータリーの綱領であり、変

えなければならないのは古い体質である」と言っております。 

ここのところ ３年に一度の規定審議会でロータリーの基本的な理念を変えようという提案が多く出されております。 

これは ポール・ハリスの意に反しており 私自身 大変危惧しております。 

そう思う私も 古い体質なのかもしれません。 

またここ数年、ロータリーのあらゆる機会において ロータリーの本質についての話題にふれることが少なくなった気がして

なりません。 

会員の皆様におかれてはいろいろな手段にてロータリー情報を仕入れてるかと思います。私もそうですが、入会歴の浅い

方においてはまだまだ“ロータリーって？・・・”と思う方も多いかと思います。 今年度はその辺も踏まえ、 

ロータリーの理念、情報を提供する機会を折りにつけ設けたいと思っております。幸いなことに 当クラブには その様なロ

ータリー情報にたけた方がたくさんおられますので皆様のご協力をお願い致します。 

皆さん一緒にロータリーを分かり合いましょう。 

次に、2004-2005 年度 始関会長・角谷幹事年度に提案・立案された「地域社会貢献基金」も目標額に達し今年度から、ま

さに今日 7 月１日から応募開始となりました。今日の市原広報にも掲載されております。 

ロータリークラブとしては 日本では他に例を見ない大型の地域社会へのプロジェクトではないかと思います。これにより地

域社会のニーズもある程度把握でき、ロータリアンとしてクラブとしてより一層地域社会への対応ができるようになるかと思

います。 

現在我がクラブにおいては、会員の年齢構成は各年代において平均的にいき渡っておりクラブの運営においては大変心

強い限りです。 

どうか一年間よろしくお願い致します。 



№２  

★市原 RC 幹事 泉水孝夫  

幹事就任のご挨拶 

 皆さん、こんにちは。今回、伝統ある市原ＲＣの幹事をお引き受けする事に 

なりました泉水です。この大役をお引き受けした事につきまして、心配な部分も多々

ありますが、「楽しんで、やりたいようにやったら良いよ。」と言う先輩達からの暖か

いお言葉も頂きましたので、千葉会長の下、1 年間マイペースで 

会務をこなしてまいりたいと考えて居ります。 

 そこで、会員の皆様が私に期待する事を考えますと、やはり、会員同士の親睦か

と思います。直前幹事の小川さんの様には出来ませんが、クラブ奉仕委員長の西

村さん、例会運営委員長の篠田さん、そして、親睦委員長の岡本さんと 

ご相談しながら、会員同士の融和が少しでも図れるように努力したいと考えて居ります。 

 まだ、会務の事は何も分からない状態ですが、皆様のご指導、ご協力を頂きまして、1 年間努めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。 

★幹事報告 幹事 泉水 

１、 ８月プログラムについて 

２、 クラブ活動計画書について 

３、 直前会長・幹事慰労会について ７月８日（水）淡粋 

４、 クラブ協議会について （ガバナー補佐来会予定） ７月１５日（水） 

５、 ガバナー公式訪問について ７月２２日（水） 

６、 地区大会について 地区大会記念ゴルフ大会 9/28（月 ）地区大会（柏）10/24-25 

７、 「Ｇ．Ｓ．Ｅ」について 10/16 1̃1/12 (10/21 1̃0/23 第３分区Ｂ) 

８、 第３分区Ｂゴルフコンペについて 11/5（木）平川ＣＣ 

９、 IM について H22.2/3（水） 

10、 増田尚隆会員入会について
 

★委員会報告 ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会 伊藤会員より ★委員会報告 親睦委員会 岡本会員より 

会員名簿作成のため記入用紙にご記入し FAX をお願いいたします。 旅行のアンケートにご協力お願いいたします。 

★誕生祝い: 藤谷会員、澤井会員 

★ニコニコ・ソーリー 

千葉会長、泉水幹事   

皆様 1 年間よろしくお願いいたします。 

三木会員 

藤谷会長、小川幹事お世話になりました。千葉会長泉水幹事お世話になります。 

加藤会員 

千葉会長、泉水幹事がんばってください。 



 

小池会員         

千葉会長、泉水幹事丸の船出を祝してゆっくり航行して下さい。   

●2009-10 年度国際ロータリー第 2790 地区会員増強・拡大委員会 

出向の委嘱状を千葉会長より受け取る小池会員 

西村会員          

千葉会長、泉水幹事 1 年間よろしくお願いいたします。 

健康に留意され思いっきり楽しくご活躍下さい。 

津留会員 

千葉会長、泉水幹事順調な船出おめでとうございます。   

千葉会長のご指示で地区ﾗｲﾗ委員にでますが、 

そこそこやりますので、ご安心下さい。 

2009-10 年度国際ロータリー第 2790 地区 R.Y.L.A.委員会 

出向の委嘱状を千葉会長より受け取る津留会員 

長田会員          

山崎さんに昨日、恋の悩み相談にのっていただきありがとうございました。 

ひさしぶりにゆっくり眠れました。 

藤谷直前会長、小川直前幹事 千葉会長、泉水幹事年度のｽﾀｰﾄです。 

おめでとうございます。 

健康に留意されつつも、歯がいたくなるほどに頑張ってください。 

松崎千葉緑 RC 会長     

いよいよ本日より千葉会長、泉水幹事年度のｽﾀｰﾄです。今年度も公私共にご指導 

お願いいたします。また加えて市原 RC の皆様には、当ｸﾗﾌﾞの大木ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が 

今年度大変お世話になります。宜しくご協力お願いします。 

千葉南 RC 鈴木会員、千葉緑 RC 松崎会員、千葉緑 RC 藤田会員、 

市原中央 RC 田仲会員、千葉港 RC 高橋会員 

千葉会長、泉水幹事の就任を祝して年度初めの例会に同期幹事会ﾒﾝﾊﾞｰでお邪魔をさ

せて頂きました。ｽﾀｰﾄおめでとうございます。頑張ってください。 

市原中央 RC 及川会員、泉水会員、高橋会員、浅野会員 千葉会長、 

泉水幹事年度に幸多かれと祈念致します。頑張ってください。 

★ 出席報告  

前々回確定 90％ 本日出席 41 名  欠席 4 名 本日出席率 91.1％  

★ 千葉精春会長と藤谷泰弘直前会長  
 


