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博愛を広げるために

第 2,315 回 例 会
2011 年 7 月 6 日（水）SAA/
例会場：五井グランドホテル
市原市五井 5584-1
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伊藤 幹事

君が代

市原中央 RC

奉仕の理想
千葉 会長

藤原 幹事

乾杯！ 三木ガバナー補佐
ロータリーも新年度に入りました。改めてガバナー補佐として皆様方にご協力をお願いして
私、老骨にムチ打って取り組み、恙なくこの 1 年間を無事に勤め上げたいと思っております。
特に本年は東日本震災の年としていやでも歴史に残る年になってしまいました。
ロータリアンとして一市民としても、このことを念頭において過ごしたいと思っております。
良く似合うね！

第三の敗戦という方もおりますが、今のところ頭に重くのしかかる気持ちですが、ロータリーの運動も、大震災を除外
した行動はあり得ないと思っております。いずれに致しましても皆様方にご協力をお願いし、ご挨拶と致します。

会長挨拶 市原 RC 会長 斉藤 榮志
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君が代、奉仕の理想

！
しよ
な
た。
り
まし
空振
来
出
良く

S.A.A 斉藤会員

真剣です！

ちょっと緊張・・・
懐かしい！

第 1 回目 緊張の点鐘

とうとうこの日がやって来てしまいました。1 年半も前からいつかはこの日がやって来てしまうのは分かっていたことなのですが、
現実にこの日がやってきてしまうと準備を怠ってきた自分の不明を嘆き、ただただオロオロしている自分を見つけて途方にくれて
います。昨日、会長としての初仕事として市原中央 RC の例会においてご挨拶をして参りました。その中で「ここでご挨拶するの
が一番プレッシャーを感じる。なぜならば分区内他クラブに比べて存じ上げている方が特別に多く、私自身のお里を知られている
から」と述べさせて頂きましたが、その段でいうと市原 RC においてはほぼ全員の方にお里を知られているわけで、より一層のプ
レッシャーを感じていても仕方のないことかと思いながら皆さんの前でお話させていただいています。
さて、また後程お時間を頂きまして会長としてのこの 1 年間についてお話させていただきたいと思いますが、去る 7 月 2 日、故
南山

治会員のお通夜に弔問に参りました。その通夜振舞の席で南山夫人、そしてご子息とお話する機会を得まして、その席上南山

夫人からは「お父さん頑張って」と言ったら「頑張らない」と、ご子息からは「父はやる事はやった。思い残すことはない」とい
った思い出旅立ったのではないか‥というお話を伺いました。もちろん多くの苦労はおありだった事とは思いますが。幸せな人生
を全うされて旅立たれたことと拝察いたします。また、ぺタリングジャヤ会長より南山さんに弔問メールが着ておりますので、皆
様にご紹介いたします。改めて南山会員のご冥福を祈りましてご挨拶とさせて頂きます。

幹事報告

幹事 山本 順也
１．「2011-12 年度クラブ活動計画書」について、6 月 29 日南山会員逝去によりデータの
修正を行った関係で、次週 13 日例会にてお配りします。
２．以下理事会報告

8 月プログラム承認になりました。

３．ロータリー情報研究会について、9 月 14 日 ( 水 ) 14 時点鐘〜五井グランドホテルにて
会費 2,000 円
よく似合うね！
1 年間がんばってね！

全員登録で承認。

４．市原中央 IAC と市原 RC の交流イベント 10 月 8 日 ( 土 ) に行うことで承認
移動例会にするかどうかは継続協議。
５．地域社会貢献基金について、今年度は震災の被災地支援に絞るため公に募集はしな
いことで承認。

その他については議事録（別紙）参照下さい。

お客様挨拶
千葉南 RC

市原中央 RC

出井 会長

千葉 会長

お互いに楽しい例会づくりを

5/26（土） 千葉サンガー

していきましょう。

デンにて 25 周年記念式典
開催致します。

新旧会長 . 幹事バッチ交換 （お疲れさまでした！）
西村直前会長から

伊藤直前幹事から

今年度斉藤会長へ

今年度山本幹事へ

！

やれ

山本君よろしくね！

やれ

伊藤さんごくろうさまでした！

責任感じるなぁ！

新入会員入会式
箕輪 貴之 会員
入会おめでとうございます。

いっしょにゴルフやりましょう！

2011-12 年度 2790 地区役員の委嘱状授与式
斉藤会員

白鳥会員

三木会員

都留会員

委員会報告
☆西村直前会長
□私共の年度の最後の仕事であるマレーシア

ペタリングジャヤより東日本大震災に対する義援金を来週

7 月 12 日に、小川、川島 両会員とロータリークラブ OB の綾部さんが同行して下さり、宮城県気仙沼市
の児童養護施設旭ヶ丘学園にお届けすることとなりました。又、後日その様子を皆様にご報告致します。
□先日特別支援学校の運動会の後援をしました。青葉台小学校 . 清水谷小学校 両校よりお礼状が届いてい
ます。
☆ 会報・広報委員会
□今年度の市原 RC のホームページが新しくなりました。
ホームページを通して会員の皆様にいろいろな情報を発信して参りますので、是非ご利用下さい。
1.

新サイト：http://ichihara-rc.jp
結婚記念

藤谷会員

メインプログラム
〈会長挨拶〉斉藤榮志
本年度の私が会長の任に当たるについて
の目玉の一つは SAA です。長は三宅会員にお願いしましたが、委員には齊藤、白鳥両パストガバナー、そして山崎パストガバナー
補佐とそうそうたるメンバーにお願いしました。本来 SAA はそのクラブ内でもっとも見識の高い者がその任に当たると定款にもな
っております。その点からみてもこの人選は至極もっともな事ではないかと思っております。楽しくあり、また規律ある例会を運
営していく為に、多くの経験と高い見識をお持ちの先輩方を、言葉は失礼かとは思いますが、活用させて頂きたいと考えておりま
す。また、他クラブの会員がメイキャップに訪れた時、パストガバナーが SAA としてクラブに奉仕されている姿をみて、自ずと我
クラブの上下の隔たりのない雰囲気も察して頂けるのではないかと思っています。
私の少ない経験上からですが、ロータリーの奉仕の理念を理解するのは中々一朝一夕では行かないことだと思います。私自身、
現在模索中であります。会長の任に当たるに付きその混迷は一層深くなったような気すらします。然しながら、最近ロータリーク
ラブに在籍することにより自然と染み込んで来るものではないかと考えるようになりました。もちろん理解する努力を怠る事は出
来ませんが、多くの方とお話をして、分からないまでも自分の考えを述べ、その考えを「違う」とか「そうだ」と言う風に修正し
ていただくという作業を繰り返していく事により自然と染み込んで自分の中に定着していく‥そういう物ではないかと思っていま
す。そういうお話し合いの機会をたくさん持つ為には良好な人間関係を作っていかなければなりません。そういった意味でも親睦
は重要となります。「楽しくなければロータリーではない」という言葉が有りますが楽しい事がなければ人はなかなか集うことは出
来ないのではないのでしょうか。また、委員会活動も重要です。一つ委員会で同じ仕事をしていく事で相互理解が深まっていくの
ではないでしょうか。これらのことを念頭において一年間クラブ運営に努めて参りたいと思っております。

＜幹事挨拶＞山本順也
ロータリークラブに入会してから、親睦活動委員会、会報広報委員会、国際奉仕委員会などの委員長をさせていただきましたが、
いずれも 1 年終わってみて初めて何となく分かったかなという状況でした。今回、幹事という職でそれではまずいと思い、昨年 1
年間は副幹事として伊藤幹事の背中を見ながら少しは勉強してきたつもりでおります。それでもやはりやってみなければ分からな
いというのが正直なところです。
きたいと思っています。

幹事として、今年一年間、自分なりに 3 つのことに留意してクラブ運営に携わってい

1 つは例会において、幹事報告、委員会報告をしっかり行い、地区の情報、クラブの情報をきちんとお

知らせするように努めます。（特に第 1 例会にて）
も単年度での赤字は出さないようにいたします。

2 つ目は、お金についてですが、50 周年も控えておりますので、少なくと
3 つ目は、すでにいくつか委員会が開催されていますが、とても有意義な話し

合いや、アイデア等が多く出ております。それをクラブ運営に活かすためにも、各委員長さんと緊密な連携をとっていきたいと思
っております。一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。

ニコニコ・ Sorry ボックス

三木会員
ガバナー補佐を勤めさせて頂きます。

老骨に鞭打って頑張りますので皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

斉藤会長・山本幹事
箕輪さん入会おめでとうございます。

皆様、今年 1 年何卒宜しくお願い致します。

西村会員・伊藤会員
斉藤会長、山本幹事 1 年間頑張って下さい。

明るく楽しいクラブ運営を期待しています。

千葉会員・泉水会員
斉藤榮志会長さん、山本幹事さん 1 年間のご活躍、並びに三木さんのガバナー補佐としての活躍をご祈念申し上げます。

角谷会員
西村会長、伊藤幹事 1 年間ありがとうございました。

千葉南 RC

斉藤会長、山本幹事今年 1 年どうぞよろしく！

出井会長、伊藤幹事

市原 RC の皆さんこんにちは。7/1 の千葉南 RC の例会にガバナー補佐の三木様、角谷様幹事の山本様ご臨席頂きまして
ありがとうございました。

7/29 オークラ千葉ホテルにて夜例会がございます。是非ご出席頂ければと思います。

お待ち申し上げております。

又、7/31 には若葉区の方で里山の集いがございます。よろしくお願い致します。

津留会員
斉藤会長、山本幹事様 1 年間よろしくお願い致します。又、地区新世代育成奉仕委員会をよろしく重ねてお願い致します。

小池会員
三木ガバナー補佐、斉藤会長、山本幹事さんお体に気を付けて 1 年頑張って下さい。

加藤会員、小川会員、藤谷会員、常澄会員
我々、脳天が大分薄くなりだしました。

出席報告

斉藤会長、山本幹事この 1 年どうぞおハゲみ下さい。

前々回 88.6％

トピックス

本日出席 37 名

1 年間頑張って下さい！

（泣く子も黙る！）至上最強の S.A.A

山崎会員 斉藤会員 白鳥会員

欠席 7 名 出席率 84.09％

ガバナー補佐

三木会員

