
  

  

 

 WEEKLY COMMUNICATION

 国際ロータリー第2790地区 第3グループ
 　千葉西ロータリークラブ
      Rotary Club of Chiba-West

創　立　1976年1月20日　　承　認　1976年2月25日
会　長　花  光  和  久　　　 　幹　事　白  井  貴  博
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：http://www.chibawest-rc.net/

   地区行動指針 ： 「伝統と未来」 ～誇りと連帯感～
クラブスローガン ：「会員間の交流を深める」「ロータリーライフ楽しむ」「ロータリーアンになって良かったと感じる」「会員自身の成長に繋げる」

第2042回【1】2018年12月22日
　　　　Vol-20

インスピレーションに
なろう

■ お客様
山本幸人 様（千葉市立登戸小学校校長）
青木善範 様（社会福祉法人春陽会ディアフレンズ事務長）
趙　晟桓 様（米山奨学生）  
大関浩美 様（麗澤大学准教授米山奨学生指導教員）
高橋潤一 様（新千葉 RC パスト会長）
長谷川七三一 様（新千葉 RC パスト会長）
高柳啓一 様（千葉東 RC 会長）
藤本俊哉 様（千葉東 RC 幹事）
加藤　隆 様（千葉東 RC パスト会長）
鳴海寿裕 様（千葉東 RC 会長エレクト）
七海順子 様（千葉東 RC 会員）
松原正吾 様（千葉若潮 RC 会長）
村田秀喜 様（千葉若潮 RC 幹事）
内藤定雄 様（千葉若潮 RC 会長エレクト）
清水　隆 様（千葉若潮 RC パスト会長）
鵜沢和広 様（千葉若潮 RC パスト会長）
黒川厚雄 会員
津田英彦 会員・奥様
並木瑛夫 会員
山本康昭 会員・奥様・ご家族
阿部紘一 会員・ご家族
川島義美 会員
吉野秀和 会員
平塚五郎治 会員
海寶勘一 会員・奥様
宮川忠士 会員
花嶋　実 会員・ご家族
野口正夫 会員
大森　薫 会員・奥様・ご家族

小林一生 会員・奥様・ご家族
西川　昇 会員
遠藤　平 会員・奥様・ご家族・ゲスト
川島治代 会員・ご家族
飯高喜代志 会員
藤崎泰裕 会員
今野文明 会員・奥様
渡邉岳仁 会員
花光和久 会員・奥様・ご家族
野口アキ子 会員・ご家族
前野拓郎 会員・奥様
三上　浩 会員
平良真人 会員・ご家族
花澤誠一郎 会員・奥様
白井貴博 会員・奥様・ご家族
木村龍次 会員・ご家族・ゲスト
須藤郁雄 会員
川城孝夫 会員
根本節子 会員
真野匡章 会員・奥様・ご家族
依田和孝 会員・奥様・ご家族
北村悠介 会員
菊地民雄 会員・奥様・ご家族
荘司芳樹 会員・奥様・ご家族
長坂圭将 会員
遠藤あけみ 会員・ご家族・ゲスト
本橋和也 会員・ご家族
前田善弘 会員
森川知子 事務局員・ご主人・ご家族

総勢 153 人

■ 会長挨拶 /花光和久 会長
　皆さん今晩は、足元の悪い中千葉西ロータリクラブの忘年家族例会に大勢のご参加を頂き厚
く御礼を申し上げます。今年も、今日を含め後 10 日で新年を迎えます。今回が、平成最後の
忘年家族例会となります。
　さて、日頃ご家族の皆様にはご主人がなにかとロータリー活動で外出しご迷惑をおかけ致し
ております。
　今晩は、日頃の罪滅ぼしと感謝を込め、前野親睦活動委員長と委員全員の総力を結集し準備
をして参りました。是非最後までお楽しみ頂ければ　幸いです。
　結ぶに、ご来会された皆さま方のご健勝とご活躍を祈念し、会長挨拶と致します。有難うご
ざいました。

■ 四つのテスト/ 本橋和也 会員
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか

小林一生 会員・奥様・ご家族



■ ご挨拶　 鵜沢和広次年度第3グループガバナー補佐
　こんにちは。本日は、千葉若潮 RC 会員として参加させて頂きました。当クラブは来年 5 月の創立
20 周年記念事業として、千葉マリンローターアクトクラブを設立いたします。つきましては、これは
という若い社員さんや、インターアクトクラブ卒業生など、会員にご推薦頂ければ有り難いです。ど
うぞ宜しくお願いいたします。

■ 幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 委員会報告
なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　なし
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総　数 対 象 者

クラブ広報・IT・ロータリー情報雑誌委員会 【委員長】野城隆憲【委員】三上　浩  平良真人  菊池民雄  *依田和孝  *庄司芳樹  *北村悠介  *長坂圭将
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1月8日（火）

　新年例会

　　ゲスト…三遊亭楽生 師匠

　　　「新春の寄席」

18:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅

 ニコニコBOX
・社会福祉法人春陽会 様…忘年家族例会の開催をお祝い申し上げます
・千葉東 RC 様…忘年家族例会にお招き頂き、ありがとうございます。
・千葉東 RC 七海 様…クリスマスおめでとうございます。皆様の幸福が輝き訪れますように！
・千葉若潮 RC 様…先日は当クラブのクリスマス例会に起こしいただきありがとうございました。
　　　　　　　　　今夜は楽しませていただきます。
・阿部…本日は楽しいひとときをありがとうございます。
・大森…一年間お世話になりました。来年もよろしく！
・遠藤…親睦活動委員会の皆様、楽しい企画をありがとうございます。
・藤崎…平成最後の忘年家族例会、親睦活動委員会の皆様ありがとうございました。
・花光…１．忘年家族例会にご参加をありがとうございます

２．親睦活動委員会の皆様、準備ご苦労様でした。
・野口アキ子…親睦活動委員会の皆様、お疲れさまです。
・前野…本日は多くの皆様にご来場頂きまして、ありがとうございます。
・白井…親睦活動員会の皆様、お疲れ様でした。
・根本…色々お世話になりありがとうございました。
・荘司…本日はありがとうございます。
・長坂…皆様、本日はありがとうございました。よいお年を。
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ご来会ありがとうございましたご来会ありがとうございました

良いお年をお迎えください良いお年をお迎えください


