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●点 鐘
●ソング
●お客様

市原 RC 会長 万崎英正
君が代・奉仕の理想・４つのテスト唱和
千葉港 RC
高橋会長・船木幹事
市原中央 RC 守屋会長・時田幹事
米山奨学生

●会長挨拶

市原 RC 会長

万崎英正

こんにちは。本日は私
にとって第 1 回目の例
会です。今日から 1 年
間、会長役としてしっか
り務めさせていただきた
いと思いますので、皆さ
んのご協力の程よろしく
お願い申しあげます。
千葉港 RC の高橋会
長、槍田幹事様 市原中央 RC の森谷会長、船木幹事様
本日はようこそおいで下さいました。心から感謝申し上げます。
また宮地直前会長、本郷幹事におかれましては 1 年間本当にお疲
れさまでした。 お二人に負けないように平野幹事と共に誠心誠意務
めていく所存でございますのでご指導の程もよろしくお願い申しあげま
す。
本日船出という事で先程出港の点鐘を鳴らしましたが、何か忘れ物
はないか・・・
！ 整備はきちんとできているか・・・
！
と心配ばかりの出
港です。とかく忘れ物は出港してから気づくもの、それでもみなさんの
温かい心とご協力があればなんとか乗り越えて行けそうです。 みん
なで知恵をだし合って、仲間と学び、仲間から学んで、有意義なロー
タリーライフにしていきましょう。1 年間よろしくお願いいたします。

●幹事報告
① 8 月 4 日の IM の出席宜しくお願い致します。
【お客様ご挨拶】
千葉港ＲＣ会長 高橋様、市原中央ＲＣ会長
平野年度へのエールをいただきました！

守屋様より、万崎・

感謝の心を込めて，大事に使っ
ております。今後もよろしくお願い
いたします。
本日は，私が今年の４月から始
めた就職活動について報告させ
ていただきたいと思います。また，
今まで行ってきた就職活動を通じ
て感じた日本と中国における就職
活動の違いについてもお話しさせていただきたいと思います。
私は，最初から大学院を卒業したら就職しようと思っていました。学
校で学んだ知識は職場で実践しなければならない，また，職場には学
校では学べないことが多いと思いました。私は「就職活動は失敗の
繰り返しである」という話を聞いたことはありましたが，最初はあまり気に
しませんでした。実際に中国で就職した経験があるから，日本でも順
調に就職できるだろうと思ったからです。しかしそう簡単なものではあり
ませんでした。
最初は，会社の数より質を求める戦略で１，
２社だけに注目しました。
しかし，
自分なりに頑張ったとは思いましたが，
結果はいつも残念でした。
その時初めて就職活動の難しさを感じました。
ここで，中国と日本の就職活動の違いについて私が感じたことを述
べたいと思います。中国の大学生の就職活動は大学レベルと学科に
強く制限されています。例えば，私はあるレベルの大学で自動車につ
いて勉強しました。すると，企業を探すときも大学レベルに合う会社を
選ぶしかありません。また，別の業界に深く興味を持っていても，大学
で学んだことが自動車ですので，必ず自動車業界から仕事を探さなけ
ればなりません。
一方，日本の就職活動はより合理的だと思います。なによりも自己分
析を通じて自分の天職が分かるのです。これが一番大事だと思いま
す。天職が決まったら業界分析をして，その中から自分に合う企業を
絞って，選考に挑戦していく，という流れになっています。そこで，何回
も失敗してきた私も今は自己分析、業界分析、企業分析の流れで一
歩ずつ歩みながら進んでいます。また，以前は就職活動を単独で行っ
てきましたが，情報交換の重要さにも痛感し，就職活動中の皆さんとも
積極的にコミュニケーションを取るようにしました。
私はいまだに内定が取れなくて恥ずかしいですが，これからでも一
層頑張って優秀な企業に就職して，自分の価値を存分発揮して行きた
いと思います。
委嘱状の伝達
プログラムに先立ち、地区からの委嘱状の伝達が万崎会長より斉藤・
白鳥・上野会員に行われました。

米山奨学生 李 俊傑さんあいさつ
皆さん，こんにちは。
毎月の奨学金ありがとうございます。寄付されていらっしゃる方々に
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●本日のメインプログラム

万崎会長所信
今年度、伝統ある市原ロータリークラブの会長職を拝命いたしまし
て、浅学菲才の私と致しまして、身が引き締まる思いであります。微
力ながら誠心誠意で会長職を務める所存でございますので、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。
さて、今年度 RI のテーマは「世界へのプレゼントになろう」です。
地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献身
と熱意など、誰でも与えることのできる何かをもっているはずです。私
たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰
かの人生に、そして世界に、真の変化を起こすことができるはずです。
「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また「己の才能は、
天から授かったもの」と言われます。ですから私たちは、その授かりも
のをお返しするのです。私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ
取ろうとしますが、この世を去るときにはすべてを残していきます。ロー
タリーを通じて私たちは、いつまでも続く、本物の何かを残すことがで
きるでしょう。私たちに与えられた時間は今です。この機会は二度と訪
れるものではありません。「世界へのプレゼントになろう」
2015-16 年度国際ロータリー会長 K. R“. ラビ ” ラビンドラン氏の唱
える RI のテーマです。
また、第 2730 地区：地区行動目標は「原点を知り、考える」 です。
ところで当クラブの過去数年の活動計画所書を見てみますと、スロー
ガン・
目標が記載されていません。やっぱりこれは大切なことではないかと私
は思います。 RI のテーマ、地区の行動目標があるのに、自クラブの
テーマがないなんておかしくないですか？ですから、今年度の市原 RC
スローガンを創りました。「ロータリーを知り、知恵をだそう
！そして仲
間と学び、仲間に学ぼう」 をスローガンに、次年度につなげる活発
な委員会活動を展開していきたいと思います。今、次年度につなげる
ということを言いましたが、まさしく今年度は今後の市原 RC の方向性
を決める 1 年になるかと思います。創立 52 年が過ぎ、そろそろクラブ・
リホームが必要になって来ているように感じるのは私だけでしょうか？み
なさんも、感じているのではないでしょうか？ 諸先輩たちが築きあげて
きた伝統と歴史に、私はリホームをしようと思っています。古き良き伝統
は継承していかなくてはなりません。しかし現代にマッチしないものは捨
てなくては、新しい知恵や、行動は起きては来ません。それには新し
い血を入れ替えることです。まさしく会員拡大です。新しい多くの仲間
と知恵を出し合い、仲間と学び、その仲間から学ぶことが、明日の市
原 RC の目指す所になっていくのではないでしょう
か？ ですから、今年度は特に会員拡大に力を入れて行こうと思いま
す。
もうすでに会員拡大委員会は動いています。出来の良い婿さん探し
をしているように。新しい血と新鮮な風を吹かせる有志を
！角谷委員長
よろしくお願い致します。前年度当初、宮地会長が申していた、CLP
導入の件ですが、今年度から少しずつではありますが、クラブの雰囲
気をその色に変えて行こうと思います。
先日成田 RC・前橋 RC まで上條会員と西村エレクトとメイキャップ
に行き、CLP の勉強をしてきました。 両 RC の共通していたことは、
あまり最初から構えて CLP を意識すると反発が起り、うまくいかないよ
！会員 1 人ひとりの意識ができてくるまでは、自然体で取り組んでいくこ
とだよと
！言われました。 でもとりあえず組織づくりをしないことには前
に進みません。会員 1 人が 2 つの委員会に所属し、3ヵ年間はその
委員会の中で活動してもらい、委員会活動への理解を深めていくこと
です。そして各プロジェクトにも参加してもらいます。会員 1 人ひとりが、
活発な意見交換、活動を通して、より良いロータリーを満喫してこそ、
素敵なロータリーライフになるのではないでしょうか？会員 1 人ひとりがや
る気を持ってこそ、素敵なロータリーがそこにあるような気がします。
今年度から長期計画委員会を立ち上げました。市原 RC の今後を

長期でしっかり計画し、運営して行こうという委員会です。この委員会
で CLP のことにもしっかり考えていって欲しいと思います。直接西村
年度につながっていく委員会ですので西村委員長よろしくお願いいたし
ます。奉仕プロジェクト委員会は、社会奉仕の事業の地域貢献基金
ですが、内容の見直し時期にきているようです。 公募方法や選考
にも一工夫して頂き、有意義に貢献基金を使って頂きたいと思います。
あとまだまだございますが、各委員長さんにお伝えしてございますの
で、各委員会活動計画に沿って活発な意見交換の場、委員会、炉
辺会談を数多く行って頂きまして、明日に新しい風を吹かせて頂きたい
と思います。
以上今年度の私の大まかな方針です。今日から 1 年間私と平野幹
事誠心誠意務めてまいりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたし
ます。

平野幹事あいさつ
幹事の平野です。本日はこのように多くの皆様と新年度のスタートが出
来ましたこと、深く感謝致します。万崎会長の所信表明を実現できるよ
う努めてまいる所存ですので、皆様の一層の御理解、ご協力をお願
い致します。

●ニコニコ・ソーリー
白鳥会員 万崎・平野年度の輝かしい前途を祝したいと思います。
上條会員 二十数年前にホストした短期交換学生が娘を連れて昨
日、訪問してきました。その娘も14 歳です。半日遊んでいきました。
角谷会員 万崎会長、平野幹事。新年度の船出を心からお祝い申
し上げます。今年が素晴らしい年になりますように！
始関会員 万崎会長、平野幹事、理事の皆さん「楽しいロータリー
運営」を期待しております。
宮地直前会長・本郷直前幹事 万崎会長、平野幹事。これからの
1 年頑張ってください。会員の皆様 1 年間お世話になりました。ありが
とうございます。
岡本・箕輪・今井・高澤・福原・小泉・伊藤・篠田・山本・長田会
員 万崎会長、平野幹事の船出を祝って。
万崎会長・平野幹事 多くの方々と2015-16 年度のスタートがきれまし
たこと感謝申し上げます。1 年間よろしくお願いいたします。市原中央
ＲＣ様、千葉港ＲＣ様ありがとうございます。
結婚・誕生祝い
7 月度はございませんでした。

●出席報告
前々回確定 70.00％ 本日出席 30 名
欠席 11 名 本日出席率 78.95％
●点 鐘 市原 RC 会長 万崎英正

ICHIHARA ROTARY CLUB 2015/2016

