
国際ロータリー第2790地区

市原ロータリークラブ

Anniversary50th
IchiharaSince 1964

創立50周年記念式典・祝賀会創立50周年記念式典・祝賀会



バナー作者のことば　　左京武允

― 波 ―
歴史と文化遺産の豊かさを誇り、かつこの半世紀で産業都市として

大きく躍進した市原市、出来るだけこれ等の要素をデザインするに当り、

伝承すべきものを探り、且つユニークで創造的な発想をもってこれを

かたちとして表現したつもりです。

プロフィール
中国・青島生まれ

昭和 28 年東京芸術大学工芸科図案部卒業

白日会会員洋画家

昭和 30 年世界スピードスケート札幌大会の金・銀・銅メダルデザイン。

市原市制 25 年周年で制定された市の木「いちょう」、市の花「コスモス」、

市の鳥「うぐいす」のシンボルマーク作成。
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創立    1964 年 6月 13日

承認    1964 年 6月 22日

区域    市原市全域

認証時ＲＩ会長   1963-1964 カールＰ・ミラー（米国）

ＲＩ認証クラブ番号  １５０２８

認証時ガバナー   水沼 政久

スポンサークラブ   千葉ロータリークラブ

特別代表   本部　真之

例会日時   毎週水曜日　12:30 ～ 13:30

例会場    五井グランドホテル

    市原市五井５５８４－１

アディショナルクラブ  市原中央ロータリークラブ

    （創立記念　1988 年６月 7日）

姉妹クラブ   Rotary club of Petaling Jaya  (Malaysia)

    姉妹関係協定書締結 1975 年 6月 10日

インターアクトクラブ  市原中央高等学校

会員数　   45 名

名誉会員   市原市長　佐久間 隆義

会員平均年齢   60.42 歳

年齢構成 年　齢
30 ～ 40
41 ～ 50
51 ～ 60
61 ～ 65
66 ～ 70
71 ～ 75
76 ～ 80
81 ～   

会員数
4
10
8
7
6
3
5
2
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クラブの概略
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15：00　開会点鐘    会　長  泉水　孝夫

15：02　開式の辞    会長エレクト 宮地　勝廣

15：05　マレーシア国家斉唱    司　会  篠田　美幸

　　　　君が代斉唱

　　　　ロータリーソング「奉仕の理想」

15：09　物故会員追悼    司　会  篠田　美幸

15：12　来賓並びに参加クラブ紹介  会　長  泉水　孝夫

15：27　会長挨拶    会　長  泉水　孝夫

15：35　五十年の歩み    特別顧問 齊藤　　博

15：55　記念事業発表並びに目録贈呈  記念事業担当 小川　長二

      会　長  泉水　孝夫

16：02　感謝状並びに記念品贈呈  会　長  泉水　孝夫

16：05　ＲＩ会長メッセージ   国際ロータリー第 2790 地区

      ガバナー 関口　徳雄

16：08　祝　辞    国際ロータリー第 2790 地区

      ガバナー 関口　徳雄

      スポンサークラブ

      千葉ＲＣ会長 櫻木英一郎

      市原市長 佐久間隆義

      PETALING JAYA ＲＣ 

      会 長 Capt Shashi Dharan

16：25　閉式の辞      三木　敏靖　　　

　　　　諸事お知らせ    司　会  篠田　美幸

16：30　閉会点鐘    会　長  泉水　孝夫

創立50周年記念式典次第

司　会　　幹事　篠田　美幸

　　　　　　　　何　　美香

記念式典
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オープニング     姉崎明神囃子

16：50　開会挨拶      山﨑　邦夫

　　　　乾　杯    国際ロータリー第 2790 地区

      第３分区Ｂ

      ガバナー補佐　石井　七郎

　　　　歓　　談

18：00 ～ 18：40    園まり　歌謡ショー

18：45　閉会挨拶      上條　優雄

　　　　諸事お知らせ

創立50周年祝賀会次第

司　会  箕輪　貴之

祝 賀 会
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　皆さんこんにちは。本日はお忙しいところRI2790 地区ガバナー関口徳雄様、ガバナーエレクト宇佐

見透様、市原市長佐久間隆義様、ガバナーノミニーであられスポンサークラブである千葉RC会長

の櫻木英一郎様をはじめたくさんの方 に々ご臨席頂きまして、誠にありがとうございます。また、姉妹クラ

ブのマレーシア　ペタリングジャヤRCより23名のお客様がいらして居ります。ありがとうございます。

　市原RCは1964 年 6月にRIより正式承認され、29名の会員でスタートして居ります。現在は45

名の会員数です。その年は丁度東京オリンピックの年に当り、今年度 2020 年の東京オリンピックが決

まった訳です。何か非常に運命的なものを感じて居ります。 

　50 年の歴史の中で重大な出来事と言いますと、齊藤博会員、白鳥政孝会員と言うお二人のガバ

ナーを輩出した事です。これは大変名誉な事であり、お二人は現在でも我がクラブに止まらず、他のク

ラブからも良き相談相手としてご活躍をして頂いて居ります。さて、クラブ内に目を転じますと、さまざまな

奉仕活動を行って居ります。社会奉仕部門では、『地域社会貢献基金』事業により、地域のボランティ

ア活動を支援して居ります。今年度は 5 組の団体の支援をして居ります。また、国際奉仕部門では、

創立 10 周年にマレーシア　ペタリングジャヤRCと姉妹関係を締結しました。両クラブの間で行われ

て居ります短期交換学生プログラムはすでに 30 年以上の歴史があります。今年度も 5 名の生徒達

が来日してくれました。青少年奉仕部門では、市原中央高校インターアクトクラブのスポンサークラブと

なって居りまして、青少年の健全な育成をサポートして居ります。

　ところで、今回の創立 50周年事業についてですが、テーマを『未来に向けて』としました。未来の子

供や孫達に何を伝えられるのか？また何を残せるのか？そう考えた時に会員の中から桜の植樹と図書

館への本の寄贈が相応しいのではないかと言う提案が出されました。本日ご臨席頂いて居ります市原

市長佐久間様のお力添えもありまして、実現の運びとなりました。誠にありがとうございます。また、ポリオ

プラス・米山記念奨学会・希望の風への寄付もクラブより行って居ります。この様に、活発な奉仕活

動が行えるのも、先輩達が培ってきた友情と努力の賜物と心得ます。これからもこの良き伝統を受け継

ぎ、発展させて行きたいものです。その為には会員一人ひとりがより一層の研鑚に励み、親睦を深め、

ロータリーの輪を広げていく事が重要ではないでしょうか。

　今回の市原RC創立 50周年を礎として、さらに75周年 100周年へと発展させ、後輩のロータリ

アンへと繋げて行くことができればこの上無い幸せです。皆様の益 の々ご指導ご鞭撻をよろしくお願い

致します。

　最後になりましたが、本日ご臨席頂きました皆様の益 の々ご発展とご多幸をお祈りして私の挨拶とさ

せて頂きます。本日は誠にありがとうございました。

市原ロータリークラブ

５０周年記念式典実行委員長

第 50 代会長　泉水　孝夫

ご　挨　拶
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　紫陽花がまばゆく輝き始めた今日この頃、市原ロータリークラブの皆様、創立 50周年を迎えられ

ました事、誠におめでとうございます。

　50 年の歴史は言葉では簡単ですが、50 年間の奉仕活動の積み重ねは、どれ程のものか、一言

では言い尽くせないものと推察致します。

　貴クラブは、千葉ロータリークラブをスポンサーとして1964 年 ( 昭和 39 年 )に千葉県下では23

番目（千葉南RCの次）,日本全国では624 番目のロータリークラブとして発足しました。そのころの

時代背景と言えば、私は大学 2年生でしたが、高度経済成長の真只中であり、日本国中ドラム缶を

ひっくり返したような大喧噪の中で、その年 10月に東海道新幹線が開通し、東西のアクセスが飛躍

的にのびた事と同時に、待望の東京オリンピックが開催され、日本人の愛国心を奮い立たせ、敗戦

で自信を失っていた日本人を勇気づけたものでした。

　ロータリーの世界では、その前年に、日本最初のインターアクトクラブが仙台に誕生し、次いで千葉

県では最初のインターアクトクラブが成田に誕生しました。

　この間、貴クラブは「奉仕と親睦」の両輪を力強く回転させながら、今日の隆盛を迎えられました。そ

して、その隆盛の果実として2人の逸材を輩出しました。即ち齋藤博 PG, 白鳥政孝 PGの両名は、

我が地区を職業奉仕の理念を尊重するロータリーの本流ともいうべき正しい方向に導いてくれまし

た。

　加えて貴クラブは、1988 年 ( 昭和 63 年 )に、齋藤博 PGの輩出を記念し、市原中央ロータリー

クラブを誕生させました。更には、国際奉仕の分野で1975 年にはマレーシアのペタリングジャヤRC

と姉妹提携を持ち、相互に短期学生の交換を実施され今日に到っております。

　そして、貴クラブは市原中央高校のインターアクト提唱クラブとして活動し、充実した青少年奉仕

活動を行っております。

　社会奉仕活動においては、「地域社会貢献基金」を設立し、同基金を通じて地域社会とのコミュ

ニケーションをとり、地域に貢献しております。

　貴クラブが 50 年かけて作り上げた良質な奉仕活動は、他の若いクラブの模範となるものですか

ら、どうか惜しげもなくその長所となる情報を他クラブに発信して頂きたいと思います。

　それでは、半世紀の重みを感じながら、この50 年を新たなスタートとして、次の発展にむけて邁進

して頂きたいと思います。本日は誠におめでとうございました。

国際ロータリー第２７９０地区

ガバナー　　　関口　徳雄　様

市原ロータリークラブ創立 50周年祝辞
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　５０周年、誠におめでとうございます。

　今から５０年前、貴クラブの誕生の際に私共千葉クラブの先人が特別代表としてお手伝いをさせ

て頂きました。

　それから５０年、これまでの貴クラブの輝かしい歴史を築いてこられた貴クラブの過去の先輩諸兄

に深い敬意を表します。

　また、貴クラブには尊敬すべき先輩が沢山いらっしゃり、常に私どもの指導者として活躍されている

ことは貴クラブの誇りとするべき処であり、また私ども千葉クラブとしても誇りに存じております。こういう優

れた指導者を持つクラブの皆さんは高いロータリー意識、また、クラブ意識をお持ちであると拝察い

たします。

　さて、５０年前、市原クラブが出来た時にはロータリーは既に６０年の歴史を持っていました。その６０

年を遡れば、市原クラブの親は私共千葉クラブ、千葉の親は東京クラブ、東京の親はアメリカのダ

ラス、ダラスは本家クラブなのでRIに直結です。

　よって、ちょっと辿ればポール・ハリスの熱意と理念に行き着き、数多くのロータリーの先人の理念

に行き着きます。

　よって、日本中・世界中のクラブとロータリアンは総て１１０年の歴史を背負っていることになります。

　このように考えると親クラブも子クラブも無いのではないかと考えます。ロータリー１１０年の歴史のうち

の後半の５０年をこの市原の地で受け持って来られた市原ロータリークラブ、ロータリーの歴史の流

れを見つめつつロータリー１２０年、１３０年、市原クラブの６０年、７０年の更なる歴史を積み重ねて頂

きたいと思います。

　市原ロータリークラブの益 の々発展を祈念して挨拶とさせていただきます。

千葉ロータリークラブ

会　長　　櫻木　英一郎　様

5０周年お祝い
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　このたび、市原ロータリークラブが創立５０周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。

貴クラブにおかれましては、昭和３９年のクラブ創立以来、様 な々社会奉仕活動にご尽力いただき、

社会福祉の向上や青少年の健全育成等に寄与された功績は誠に大きいものがあり、歴代会長

並びに会員の皆様方に改めて感謝を申し上げると共に心から敬意を表します。

　市原市は、昨年、市制施行５０周年という節目の年を迎えました。この記念すべき年に、小中

一貫教育校「加茂学園」の開校、サンプラザ市原及び市原湖畔美術館のリニューアルオープン、

市民大学の開校、五井駅東口都市交流拠点における上総更級公園及びアリオ市原のオープン、

中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックスの開催など、長年の懸案でありました事業や特色ある

事業を花開かせることができました。こうした事業の開花は、先人達が次の時代を見据え、種を蒔き、

育むとともに、市民の皆様、各種団体、企業及び行政がオール市原で取り組んできた成果である

と認識しております。

　今年は、次の５０年先、市制施行１００周年を目指して一歩を踏み出す大切な年となります。私は、

次なる時代を見据え、今、やらなければならないことを見極め、子どもから高齢者まで誰もが輝き、

住んでよかったと幸せを実感できるまちづくりを進めてまいります。

　皆様におかれましては、今後とも市民一人ひとりの幸せづくりのために一層のご支援とご協力を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　結びに、市原ロータリークラブの益々のご発展と会員の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、お祝

いの言葉といたします。

市原市長　　佐久間　隆義　様

市原ロータリークラブ創立５０周年を祝して
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　市原ロータリークラブの皆様創立 50 周年おめでとうございます。ここに大いなる節目の５０周年を

迎え盛大に記念式典を開催されますこと、誠に喜ばしいことであります。

　50 年前（1964 年）平和をシンボルとした東京オリンピックが開催され、日本中が歓喜に包まれ高

度成長の時代の走りとなった年であり全国に幾つかのロータリークラブが創立され貴クラブも千葉

ロータリークラブをスポンサークラブとし、地区内 23 番目の設立でございました。しかし この５０年間は

経済は成長したものの、紛争の多発・バブル 崩壊などにより変化期の時代でもありました。このよう

な時を乗り越えて奉仕の理想を掲げ今日まで素晴らしい活動を行いその実績は分区内のお手本と

なり、正に会員其 の々ロータリーの心を結集し崇高な理念のもとに、本質を極めたことは誠に素晴らし

いことでございます。インターアクトの堤唱をはじめ、いろいろな奉仕活動に於いても数 の々輝かしい実

績を残しています。

　又貴クラブからは偉大なガバナー、斎藤 博様・白鳥政孝様の二人を輩出しています。地区内

のロータリー情報研究会を最初に実施した斎藤　博さま、2 年連続 2 度もガバナーを行った白鳥

政孝さまこのお二人の実績は、クラブ内は無論のこと地区内外に於いてもその功績 に際し 尊敬と

感謝の意を表し拍手喝采を送りたいと思います。

　又貴クラブのバナーに表されている“波“そして歴史と文化遺産の豊かさを誇りとした象徴に伝統

の力を感じます。ロータリーも100 年を過ぎ次の100 年に向けスタートしています。 

　貴クラブに於かれましても益 ご々隆盛のことと，限りない発展をご 祈念申し上げ、本日のお祝いの

言葉とさせていただきます。この佳き日にガバナー補佐を務めさせて頂き誠に幸せでございます。

国際ロータリー第 2790 地区

ガバナー補佐   石井　七郎　様

祝   辞
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Dear President Takao Senzui

Congratulations to you, your Board of Directors and members of your Club as you 

embark on this 50th Rotary year. It is indeed my pleasure and privilege to wish you 

and your club a very successful, enjoyable and rewarding year of Rotary service as 

“Rotary Shares”.

We look forward towards a healthy and fruitful relationship in our future endeavors 

together especially on the ongoing student exchange program on a yearly basis. As 

we embark on Rotary years of service, it is indeed our wish that we keep the 

interest of the members of our respective clubs alive through active participation in 

joint projects.

It is with fervent hope that we look forward to a more deepening imprint in our 

services as we learn to share, exchange and gain from each other’s experiences. 

Whilst the world seems to remove boundaries and open borders, may we still remain 

and retain the wonderful Rotarian concept, values and principles that we always 

stood by.

May the Rotarians of Ichihara Japan, this year move into yet another dimension. 

Happy 50th Anniversary!

Yours in Rotary

Capt H.S.Dharan
President 2013/2014

HAPPY 50th ANNIVERSARY FROM BOARD OF DIRECTORS 2013-2014

ペタリングジャヤロータリークラブ

会　長   Capt H.S.Dharan　様

TO : Rotary Club of Ichihara, Japan.
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ご　来　賓

ＲＩＤ2790ガバナー補佐

　　森嶋　康長 （第２分区）

　　並木　鷹男 （第３分区Ａ）

　　石井　七郎 （第３分区Ｂ）

　　堀内　正一 （第４分区）

　　土屋　利夫 （第６分区）

　　設楽　正行 （第９分区）

　　風澤　俊夫 （第 10 分区）

　　田口　佳子 （第 13 分区）

地区委員会委員長

　　

　　城山　忠人

　　

　　青木　貞雄

　　

　　海寳　勘一

　　

　　宮本　和夫

　　

　　冨　　一美

　　

　　岡村美智子

浦安ＲＣ　　　　

船橋南ＲＣ

茂原ＲＣ

松戸ＲＣ

大原ＲＣ

松戸東ＲＣ

市川東ＲＣ

成田ＲＣ

君津ＲＣ

市原中央ＲＣ

船橋西ＲＣ

千葉中央ＲＣ

令夫人

茂原ＲＣ

船橋南ＲＣ

令夫人

習志野中央ＲＣ

柏西ＲＣ

木更津東ＲＣ

松戸東ＲＣ

千葉幕張ＲＣ

千葉ＲＣ

船橋ＲＣ　　  　

千葉ＲＣ　　　  

千葉北ＲＣ　　 

木更津ＲＣ　　 

大原ＲＣ　　　　

成田ＲＣ　　　　

柏ＲＣ　　　　　 

流山中央ＲＣ　

船橋西ＲＣ　

成田コスモポリタンＲＣ　

千葉西ＲＣ

千葉幕張ＲＣ

成田空港南ＲＣ

佐倉ＲＣ

地区監査委員会委員長

クラブ奉仕委員会委員長

職業奉仕委員会委員長

社会奉仕委員会委員長

国際奉仕委員会委員長

ロータリー青少年交換委員会

市原市長（名誉会員）

　　佐久間隆義

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

　　関口　徳雄

ＲＩＤパストガバナー

　　佐川　一元

　　黒田　　實

　　土屋　亮平

　　大矢惣一郎

　　石井亮太郎

　　長島　洋三

　　平山　金吾

　　秋元　秀夫

　　鈴木　雅博

　　森島　庸吉

　　増田　　豁

　　増田　恵子

　　杉木　禧夫

　　山中　義忠

　　山中万里子

　　﨑山　征雄

　　中村　博亘

　　山田　修平

　　得居　　仁

ＲＩＤ2790ガバナーエレクト

　　宇佐見　透

ＲＩＤ2790ガバナーノミニー

　　櫻木英一郎

順不同・敬称略
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参加クラブ
【第１分区】 
　市川東ＲＣ  2 名 
　　山下　清俊　幹事
　　長島　洋三　PG
　浦安ＲＣ 1 名 
　　関口　徳雄　G
【第２分区】 
　船橋ＲＣ 2 名 
　　狩野　文夫　会長
　　森嶋　康長　AG
　船橋西ＲＣ 5 名 
　　安藤　　徹　会長
　　安岡　聖剛　幹事
　　大久保愛子 
　　森島　庸吉　PG
　　城山　忠人　地区委員長
　船橋南ＲＣ 3 名 
　　佐川　一元　PG
　　山中　義忠　PG
　　山中万里子　令夫人　　　　　　　　　　　　　    
【第３分区Ａ】 
　千葉ＲＣ（スポンサークラブ）5 名 
　　櫻木英一郎　会長、GN
　　櫻井　　守　幹事
　　梶原　　等 
　　大野　雅章 
　　並木　鷹男　AG
　新千葉ＲＣ 6 名 
　　高橋　潤一　会長
　　長谷川七三一　幹事
　　辻　　隆之 
　　森島　弘道 
　　鈴木　善哉 
　　石井　幸夫 
　千葉西ＲＣ 7 名 
　　西川　　昇　会長
　　飯高喜代志　幹事
　　内貴　洲平 
　　野口　正夫 
　　瀧澤　弘隆 
　　野城　隆憲 
　　海寶　勘一　地区委員長
　千葉中央ＲＣ 5 名 
　　小林　春雄　会長
　　松本　俊英　幹事
　　木頭　信男 
　　増田　　豁　PG
　　増田　恵子　令夫人
　千葉幕張ＲＣ 4 名 
　　砂畑　頼孝　幹事
　　始平堂玄昌 
　　宮本　和夫　地区委員長 
　　宇佐見　透　GE
　千葉東ＲＣ 7 名 
　　吉田　宏一　会長
　　鳴海　寿裕　幹事
　　宍倉　壽夫 
　　加藤　　隆 
　　辻　　　修 
　　原田　健一 
　　武田　　康
　千葉若潮ＲＣ 2 名 
　　中村　光男　会長Ｅ
　　駒崎　節弥  

【第 4分区】 
　木更津ＲＣ　2名 
　　吉川　敏孝　幹事
　　堀内　正一　AG
　富津ＲＣ　2名
　　座間　林司　会長
　　渡邉　卓雄　幹事
　木更津東ＲＣ 1 名 
　　山田　修平　PG
　君津ＲＣ 　3 名 
　　川名　正志　会長
　　鈴木　荘一　幹事
　　秋元　秀夫　PG
　袖ケ浦ＲＣ 8 名 
　　餅田　則雄　会長
　　鈴木　貴志　幹事
　　高村　和朗 
　　佐藤　信吉 
　　鈴木　一弘 
　　徳本　浩俊 
　　福原　孝彦 
　　鍋島　　哲
【第 5分区】 
　鴨川ＲＣ 2 名 
　　羽鳥　鋭一　会長
　　倉島　圭子　幹事
　勝浦ＲＣ 3 名 
　　中村　　昇　会長
　　小林　悠紀　幹事
　　鈴木覺三郎
【第 6分区】 
　茂原ＲＣ 4 名 
　　山内みどり　会長
　　田畑　　毅　幹事
　　黒田　　實　PG
　　杉木　禧夫　PG
　東金ＲＣ 1 名 
　　岡本　秀男　会長
　大原ＲＣ 3 名 
　　浅野　和夫　会長
　　大矢惣一郎　PG
　　土屋　利夫　AG
　大多喜ＲＣ 5 名 
　　森　　秀夫　会長
　　諏訪　武士　幹事
　　渡辺　多美子
　　浅野　正睴 
　　岩崎　正方 
　成田空港南ＲＣ　1名 
　　冨　　一美　地区委員長
　大網ＲＣ 2 名 
　　板倉　孝雄　会長
　　四之宮由己 
【第 7分区】 
　銚子ＲＣ 2 名 
　　宮内　　榮　会長
　　宮内　秀章　幹事
【第 9分区】 
　成田ＲＣ 3 名 
　　諸岡　靖彦 
　　平山　金吾　PG
　　設楽　正行　AG
　成田コスモポリタンＲＣ　1名 
　　青木　貞雄　地区委員長 

順不同・敬称略

【第 10分区】 
　柏 RC  1 名 
　　風澤　俊夫　AG
　柏西 RC 1 名 
　　中村　博亘　PG
　柏東 RC 2 名 
　　渡邉　　隆　会長
　　中村　俊人
【第 11分区】 
　習志野ＲＣ 5 名 
　　杉山　芳夫　会長
　　鈴木　　均　幹事
　　椎名　博信 
　　由川　久子 
　　高橋　良昌 
　八千代ＲＣ 3 名 
　　浅野　正敏　会長
　　杉山　智基　幹事
　　飯生高一郎 
　佐倉ＲＣ 1 名 
　　岡村美智子　地区委員長
　習志野中央ＲＣ 6 名 
　　布施　國雄　会長
　　三代川文史朗　幹事
　　塩田　俊一 
　　齋藤　　弘 
　　高橋　　勝 
　　﨑山　征雄　PG
　松戸ＲＣ 3 名 
　　島村　俊充　会長
　　待山　克典　幹事
　　土屋　亮平　PG
　松戸東ＲＣ 2 名 
　　石井亮太郎　PG
　　得居　　仁　PG
【第 13分区】 
　流山ＲＣ 3 名 
　　岸本　伸子　会長
　　海老原功一 
　　熊坂　牧子 
　流山中央ＲＣ 3 名 
　　金井　直明　会長
　　中村　文隆　幹事
　　田口　佳子　AG
【第３分区Ｂ】 
　千葉南ＲＣ 23 名 
　　斎藤　昌雄　会長
　　植松　省自　幹事
　　今関　眞人 
　　五十嵐博章 
　　伊藤　和夫 
　　石井　慎一 
　　江沢　一男 
　　太田　和夫 
　　小野口壽一 
　　金親　博榮 
　　北原　俊彦 
　　塩谷　邦昭 
　　鈴木美津江 
　　末吉　永久
　　竹尾　　白 
　　出井　　清 
　　野本富美子 
　　花澤　　衛 
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参加クラブ
　　松尾　博之 
　　水野　浩利 
　　廻　辰一郎 
　　野城　友三 
　　吉田　裕成
　千葉港ＲＣ 7 名 
　　岩澤　和夫　会長
　　中谷　行道　幹事
　　林　　正弘 
　　谷崎　満男 
　　藤田　英司 
　　髙橋　英雄 
　　船木　幹夫 
　市原中央ＲＣ　40 名 
　　谷川　安男　会長
　　野田　晴己　幹事
　　浅野　薫之 
　　新井善太郎 
　　石井　　昭 
　　池田　兼雄 
　　井上　賢司 
　　宇津木三雄
　　遠藤　元明 
　　及川　喜和 
　　及川　真弓　ご令嬢
　　大倉　　崇 
　　北島　久男 
　　小安　良夫 
　　榊原　義久 
　　佐川　皓一 
　　鈴木　幸平
　　鈴木　雅博　PG
　　諏訪　廣勝 
　　泉水　博史 
　　杉田　　廣 
　　髙橋　啓子 
　　武田　　勲 
　　田仲　正道 
　　武山　　徹 
　　千葉　英隆 
　　時田　清次 
　　時田　　矗 
　　根本　　泉 
　　藤田　賢吾 
　　松田　紀明 
　　宮野　順功 
　　森　　正利 
　　守屋謙一郎 
　　三好　和彦 
　　宮寺　　仁 
　　鎗田　眞徳 
　　山﨑　幸男 
　　山本　一成 
　　米澤征一郎
　千葉北ＲＣ 14 名 
　　大谷　京子　会長
　　君塚　幸由　幹事
　　栗原　賢一
　　石井　七郎　AG
　　外立　　徹 
　　寄主　俊雄 
　　榎本　初雄 

　　萩庭　寿山 
　　李　　嗣毅 
　　和田　治文 
　　曽根伸一郎 
　　稲村　　明 
　　大柳　　昭 
　　神長　洋士 
　千葉緑ＲＣ 10 名 
　　岩村　　衛　会長
　　土橋　昌江　幹事
　　浅田　金誉 
　　大木　喜彦 
　　郭　　福男 
　　長嶋　利忠 
　　藤田　静江 
　　松﨑　久夫 
　　中島　東一
　　岡田　美樹

　
　PETALING JAYA ＲＣ　23 名
　（MALAYSIA）
　　  Capt Shasi Dharan　President
　　  Priscilla   Mrs.
　　  Dato' Seri Dr N Krishna Moorthy　President-elect
　　  David Ho  PDG
　　  Elsie Mrs.
　　  Teo Woon Hud  PP
　　  Karen　Mrs.
　　  Goh Seng Chuan　PP
　　  Tay Swee Lan  Mrs.
　　  Koh Kia Heong   PP
　　  Chin Tze Yuen  Mrs.
　　  Dato' Kevin Yong Heng Loong　PP
　　  Datin Penelope Yong　Mrs.
　　  Carrien Chong Kar Lee　Mr.
　　  Loke Swee Ling Mrs.
　　  Yap Swee Fatt　PP
　　  Susan Mrs.
　　  Dr. J D John　PP
　　  Rohini 　Mrs.
　　  Liew Shou Kong　PP
　　  Victor Lee Lap Kong　Mr.
　　  Siti Haslinda bte Sheikh Ismail　Mr.
　　  Siti Geogyiana　Mrs.
 
　　松沢七海司　日本さくらの会さくらアシスト  
 

市原ＲＣ ７２名 
　　加藤　庄司　元会員
　　時田　計代　元会員
　　佐川　弘子　元会員
　　佐藤　政雄　元会員
　　三平　忠宏　元会員
　　羽良　好子　元会員
　　佐々木和彦　元会員
　　綾部　正幸　元会員
　　境　　善弘　元会員
　　南山　悦子　元会員令夫人

　　泉水　孝夫　会長
　　泉水　聖子　ご令嬢
　　篠田　美幸　幹事
　　齊藤　　博　ＰＧ
　　齊藤　泰江　令夫人
　　三木　敏靖 
　　三木　暁子　令夫人
　　山田　　守 
　　山田　和子　令夫人
　　上條　優雄 
　　上條　洋子　令夫人
　　山﨑　邦夫 
　　山﨑百合代　令夫人
　　白鳥　政孝　ＰＧ
　　白鳥　信子　令夫人
　　赤星　健二 
　　赤星　孝子　令夫人
　　鶴岡　護夫 
　　小池　清二 
　　小池紗英子　令夫人
　　川島　　智 
　　始関　信夫 
　　加藤　利夫 
　　加藤　初枝　令夫人
　　常泉　健一 
　　藤谷　泰弘 
　　藤谷奈央美　ご令嬢
　　津留　起夫 
　　津留　敬子　令夫人
　　角谷　　修 
　　角谷　毬子　令夫人 
　　西村美和子 
　　西村　富夫　ご夫君
　　西村　敬史　ご子息
　　何　　美香　ご令嬢
　　齋藤　榮志 
　　小川　長二 
　　千葉　精春 
　　深川　貴夫 
　　藏内　玲子 
　　伊藤　英樹 
　　高澤　豊昭 
　　長田　博正 
　　山本　順也 
　　宮地　勝廣 
　　宮地　清乃　ご令嬢
　　三宅　　豊 
　　三宅　和子　令夫人
　　万崎　英正 
　　平野　哲也 
　　岡本　和也 
　　西村　芳雄 
　　福原　義一 
　　上野　　聡 　
　　本郷　雅嗣 
　　箕輪　貴之 
　　今井　　賢 
　　岡田　修一 
　　梶内　高充 
　　宮武　　淳 
　　小澤　祐二 
　　永野　和子　事務局

順不同・敬称略



《本　名》  薗部　毬子
《出身地》  横浜市保土ヶ谷
　聞く人の心に優しく響き、穏やか気持ちにさせてくれる透明感のある歌声。エレガントな雰囲気、豊かな 感性、庶
民的な魅力で今なお日本を代表する実力派女性シンガーとして、テレビ、コンサート、ディナーショー等で活躍。レ
パートリーはオリジナル、歌謡曲、ポップス、シャンソン、ハワイアン、童謡、叙情歌、民謡と幅広く、多くのファンの支持を
集めています。｢逢いたくて逢いたくて｣｢夢は夜ひらく｣｢愛は惜しみなく｣等ミリオンセラーに輝く大ヒットを記録。園まり

のムード歌謡路線を確立する。この間、３大ヒット曲を映画化、日活歌謡映
画主演。東宝映画｢愛のきずな｣（松本清張原作）にも主演。以降｢暴れ
ん坊将軍Ⅱ｣｢鬼平半犯帳｣｢もう一度春｣等のドラマ出演、舞台、バラエ
ティ、CMと多彩ぶりを発揮。その後、ディナーショー等、ステージ中心に活
動する。４０年ぶりに３人娘再結成。全国各地で３人娘コンサートツアー開
催。現在コンサート、人生体験を交えた「語りでつづるライブ」、３人娘コン
サートなどさまざまな音楽活動の傍らで、ボランティア活動にも積極的に取
り組んでいる。
Copyright (C) Kitagawasounds All rights reserved.
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園 まり
　歌謡ショー
園 まり
　歌謡ショー
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