
  

  

 

 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」

インスピレーションに
なろう

■ 会長挨拶 /花光和久 会長
　今晩は、本日は花輪ロータリークラブから　吉田会長と浅石幹事を始めとして　大勢の花輪
ロータリークラブの会員をお迎えしての　合同例会です。
秋田県は千葉県と気候が大きく違い、クラブ運営にも苦労があると思います。この後、意見交
換の時間を　設けてありますので　活発な話し合いを期待します。
そして、野城クラブ広報 IT ロータリー情報雑誌委員長と委員の皆様には　炉辺会談を変更して
の　合同例会準備に　ご尽力ご苦労を頂き　この場をお借りして　厚くお礼お申し上げます。
花輪ロータリークラブと当クラブの歴史については　後ほど海寳クラブ研修リーダーから　説
明がありますので　割愛いたしますが、新入会員の方には、この機会に両クラブの友好関係を
知っていただければ幸いです。
結びに、この合同例会が　実り多い事を願いまして会長挨拶と致します。

■ 四つのテスト/ 花輪 RC　竹田孝雄職業奉仕委員長
 「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
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■ お客様
【花輪 RC】　吉田孝司 様　（会長）
　　　　　　浅石敏明 様　（幹事）
　　　　　　高谷秀之 様　（副会長）
　　　　　　田中喜昭 様　（直前会長・会計）
　　　　　　柳沢正志 様　（クラブ奉仕委員長）
　　　　　　竹田孝雄 様　（職業奉仕委員長）
　　　　　　高橋健一 様　（国際奉仕委員長）
　　　　　　田中教雄 様　（青少年奉仕委員長）
　　　　　　木村邦樹 様　（職業奉仕委員）
　　　　　　種市法弘 様　（職業奉仕委員）
　　　　　　湯瀬忠幸 様　（クラブ奉仕委員）
　　　　　　小田嶋伸一 様　（国際奉仕委員）
　　　　　　松宮啓子 様　（元会員）

【遠藤平会員ゲスト】　磯崎正一 様
　　　　　　　　　　戸田敦夫 様

■ クラブバナーの交換

■ 幹事報告
千葉若潮 RC 創立 20 周年記念例会
5 月 16 日（木）18:00 点鐘
ホテルニューオータニ幕張
千葉西は例会変更、全員登録です
出欠を回覧へご記入願います　（締切 4 月 2 日）

■ 委員会報告　 なし

■ 黙祷
国際ロータリー第 2540 地区パストガバナー・花輪 RC　佐藤博昭様、
第 4 グループガバナー補佐　山崎善雄様のご冥福をお祈りして
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■ 第 2540地区花輪RCと第2790地区千葉西RCとのクラブ相関と友好経緯
1960 年（S35）
11 月 11 日　第 2540 地区花輪 RC 創立

1976 年（S51）
01 月 20 日　第 2790 地区千葉西 RC 創立
03 月 26 日　韓国？ RC から花輪 RC に、過去の児童書画送付の際の返礼として、韓国から児童書画が届けられた
05 月 11 日　第 3610 地区高雄北区 RC 創立
11 月 10 日　千葉西 RC と高雄北区 RC が姉妹クラブ締結

1977 年（S52）
04 月 13 日　第 3661 地区釜山鎮 RC 創立

1978 年（S53）
04 月 00 日　花輪 RC と韓国釜山鎮 RC との姉妹クラブ締結が釜山で行われる
12 月 00 日　韓国釜山鎮 RC メンバーが、初めて花輪 RC 訪問

1982 年（S57）
04 月 00 日　釜山鎮 RC 創立 5 周年記念式典開催
　　　　　　　釜山鎮 RC と高雄北区 RC との姉妹クラブ締結式が釜山で行われ　花輪 RC も 5 周年記念式典に出席する

1985 年（S60）
10 月 00 日　花輪 RC 創立 25 周年記念式典開催

1987 年（S62）
04 月 13 日　釜山鎮 RC 創立 10 周年記念式典開催　花輪クラブメンバー訪問

1988 年（S63）
02 月 25 日　千葉西 RC と韓国釜山鎮 RC との姉妹クラブ締結式が釜山で行われる

1989 年（H1）
05 月 00 日　この年はソウルで国際大会が開催され、その折に、花輪・千葉西・高雄北区・釜山鎮の 4RC が初めて合同例会を開催

1990 年（H2）
09 月 00 日花輪 RC 創立 30 周年記念式典が開催し、釜山鎮 RC メンバー参加
　
1992 年（H4）
04 月 00 日　釜山鎮 RC 創立 15 周年記念式典開催し、花輪 RC メンバー参加

1996 年（H8）
01 月 20 日　千葉西 RC 創立 20 周年記念式典開催し、高雄北区 RC と釜山鎮 RC が参加

1997 年（H9）
04 月 24 日　釜山鎮 RC 創立 20 周年記念式典開催し、花輪 RC と千葉西 RC の両クラブメンバーが参加
10 月 14 日　千葉西 RC 山本善捷会長エレクトの要請で、大塚初代会長夫妻と海寶会員夫妻が花輪 RC を初めて訪問し、友好クラブ関係締結の相談

1998 年（H10）
04 月 24 日　千葉西 RC から花輪 RC に、多数の会員が例会訪問し、両クラブ共同の親睦旅行を開催

1999 年（H11）
04 月 00 日　釜山鎮 RC と花輪 RC 姉妹クラブ締結 21 周年記念式典開催
　　　　　　　釜山鎮 RC と千葉西 RC は千葉で合同例会を開催し、翌日羽田空港から一緒に花輪 RC を訪問し、3RC が十和田湖観光で親睦を深めた

2000 年（H12）
04 月 11 日　花輪 RC 会員 6 名が、初めて千葉西 RC を訪問
10 月 01 日　花輪 RC 創立 40 周年記念式典開催され、千葉西 RC から 29 名と千葉若潮 RC から 1 名式典参加

2001 年（H13）
02 月 10 日　千葉西 RC 創立 25 周年記念式典開催し、花輪 RC・高雄北区 RC・釜山鎮 RC の 3 クラブメンバーが参加

2002 年（H14）
04 月 00 日　釜山鎮 RC 創立 25 周年記念式典開催
　　　　　　　松の木の記念樹と石碑を、花輪 RC・千葉西 RC・高雄北区 RC・釜山鎮 RC 共同出資で、釜山市内運動公園内に建立
2010 年（H22）
11 月 06 日　花輪 RC 創立 50 周年記念式典に、千葉西 RC 宮川忠士・川島治代・野口アキ子他会員 6 名が参加

2014 年（H26）
10 月 27 日　佐藤博明ガバナー第 2540 地区大会を開催し、千葉西 RC 海寶会員登録参加

2016 年（H28）
02 月 27 日　千葉西 RC 創立 40 周年記念式典が開催され、花輪 RC・高雄北区 RC・釜山鎮 RC の 3 クラブメンバーが参加

2019 年（H31）
03 月 26 日　花輪クラブメンバーとご家族 13 名が千葉西 RC 例会に参加
　　　　　　　両クラブ合同例会としてクラブフォーラムを開催し、故人になられた佐藤博明 PDG に黙祷

【数年間に亘り、不定期ながら花輪 RC メンバーが東京出張等の際に、千葉西 RC にビジターやメークアップで来会下
さり、そのつど深い友情と温かな親睦を深めてくれた】



第2052回【3】2019年3月26日(Vol-30)

■ 花輪RC2844回　千葉西RC2052回合同例会卓話　研修リーダー　海寶勘一
先ずは、この 1 月 18 日に 73 歳の若さで一生を終えられ天国に召された花輪クラブ会員で第 2540 地区パストガバ

ナーであります佐藤博明さんのご冥福を心からお祈りします。今まで長い年月に当クラブ来会を通して得られた、温

かな友情と奉仕活動に謹んで感謝申し上げます。重ねて 2013-14 年度第 2540 地区ガバナー職務を立派に勤め上

げたご功績とご尽力に、我がクラブメンバー一同が感服し深く敬意を表しております。今日のフォーラムは佐藤さん

を偲びながら花輪クラブさんと千葉西クラブの関わり合いをお話させて頂きますので、ご一緒に両クラブ関係を振り

返り温故知新を心がけてみたいと思います。さて、最近のこと人様から教えて頂いた事があります。人が成長するた

めの「知覚動考」という過程があるそうです。「知覚動考」の順番ですが、先ずは興味をもって知ることから始まり、知っ

て覚えたことを行動に移し、ふとまた考え反省し次なる行動への繰り返しになるとの意味だそうです。私たち両クラ

ブメンバーも花輪さんは千葉西を知っていただき、千葉西は花輪さんを良く知ることから、お互いに今後更なるクラ

ブ発展の「知覚動考」がステップアップできることだと期待しています。今日の例会では、両クラブが友好クラブと

してどのような経緯をもって継続されてきたかを、先ずは知ることが大事なことだと思いました。今日は花輪クラブ

さんと千葉西クラブの合同例会として開催できましたので、両クラブの歴史を振り返ってみることは、両クラブにとっ

ても、とっても意義深いことだと思っています。花輪クラブさんは 1960 年昭和 35 年 12 月 11 日創立されました

から今年で 58 年目を迎えられ、千葉西クラブは 1976 昭和 51 年 1 月 20 日創立ですから 43 年目を迎えています。

15 年先輩クラブである花輪クラブの皆さんにお話をすることに躊躇したのですが、ありがたいことに高谷さんや竹

田さんのご支援を頂くことが出来、両クラブの相関関係を一覧表にまとめることが出来ました。この一覧表を俯瞰す

ることから、ある程度の両クラブ関係が明白にできました。特に花輪クラブさんは創立時から、当クラブの姉妹クラ

ブである釜山鎮クラブとのご縁が深くあったことに大変驚かされました。加えて台湾高雄北区クラブも釜山鎮クラブ

との関係が早くからあり、四つのクラブは必然的なご縁が強くあったように思います。改めて両クラブの関わり合い

を整理して頂いた高谷さんと竹田さん他メンバーの皆様のお陰に感謝しております。今日の合同例会を良き機会とし

て、両クラブの皆さんで時代背景の再確認をしてみたいと思います。今日の花輪クラブ皆さんの来会は 3 年振りで、

2016 年 2 月 27 日に開催した当クラブの創立 40 周年記念例会の時以来の来葉であります。今回も大勢の花輪クラ

ブの皆様をお迎えすることができ感謝し、嬉しく思っております。併せて両クラブの合同例会として開催できたこと

を大変喜んでおります。然しながら我が千葉西ロータリークラブから花輪クラブさんに訪問できたのが、遥か 9 年前

になりました。2010 年 11 月 6 日にあった、花輪クラブさんの創立 50 周年記念式典時の訪問が最後になっていま

すことが気がかりになっていました。その折は宮川忠士会員や川島治代会員、野口アキ子会員他 6 名の皆さん達が、

事務局森川さんご一家のサポートを受けながら訪問させて頂きました。その 4 年後の 2014 年 10 月 27 日に佐藤博

明ガバナーが開催した第 2540 地区大会には私、海寶が参加させて頂きました。以来訪問が途絶えておりますので、

今後は時をみて当千葉西クラブからも花輪ロータリークラブさんへ、大勢の会員が訪問できる日を楽しみにしており

ます。改めて両クラブの歴史を振り返ってみたいと思います。花輪クラブさんと当クラブの友好クラブの締結経緯で

すが、過去正式な文章をもって署名することなく、こうした深い信頼関係を構築できているのも、両クラブの先人た

ちのご尽力と、強い絆が信頼関係に発展できているからこそと信じております。

私が知る範囲での経緯は、花輪クラブさんと千葉西クラブの出会いは、韓国の釜山鎮クラブ姉妹友好締結時の間もな

い訪問時であったと記憶しております。今から 20 数年前になりますが、何度目かの釜山鎮クラブ訪問の時が 7 月の

会長交代式でありました。釜山を訪問した際に、同じく姉妹関係があった花輪クラブさんも大勢の方が参加されてい

ました。数日間同じ行程の中ですごす時間があり、両クラブの先人たちが意気統合をして是非相互訪問をしあいましょ

うと、両クラブで地道な合意がされました。今日参加された高谷さんのお話では、花輪クラブの柳沢さんと当クラブ

初代の大塚さんがご相談され、意気投合したことから、交流関係がトントン拍子に進んで来た経緯があります。当時

は当クラブと姉妹関係になっていた台湾の高雄北区クラブも姉妹クラブとして韓国訪問がされていて、当時の姉妹ク

ラブ訪問は大変にぎやかな活動となっていました。今回の合同例会にあたり、高谷さんと竹田さんにクラブ歴史を紐

解いて頂きましたが、1989 年平成元年 5 月に開催された韓国ソウル国際大会の時には、花輪・千葉西・高雄北区・

釜山鎮の 4 クラブが合同例会を開催したとの記録が、花輪クラブさんの 40 周年記念誌に掲載されておりました。こ

のことは今になっては我がクラブで確認することはできなく、初めて知った歴史記載事実の現状に大変驚かされてい

ます。我がクラブが保管する資料には、1989 年開催のソウル国際大会にご家族連れで 23 名が参加したのみが記録

に残っているだけです。時代は最近になりますが当クラブの動きがありました。正式な文章が残っていませんが、当

クラブ第 23 代山本善捷会長はご自身の会長年度に花輪クラブさんとの友好交流が始めることができるように情熱を

持っていました。その準備として 1997 平成 9 年 10 月 14 日に、山本善捷会長エレクトの名代として大塚恵章初代

会長ご夫妻と私と家内 4 名が鹿角市を訪問し、花輪クラブ例会に出席致しました。JR 盛岡駅からレンタカーを利用

して八幡平越えで鹿角に向かったのですが、岩手県から秋田県への県境の山越えでは、10 月末で雪が降ってきた記

憶が今でも鮮明に覚えております。翌 1998 年平成 10 年 4 月 24 日に山本善捷会長年度に正式な花輪クラブ訪問団

が結成され、多数の会員が鹿角市を訪問参加して親睦を深める旅行を楽しみました。その後も当クラブから大勢の参
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加会員が鹿角市を訪れましたが、中でも 1999 年 4 月には三国姉妹クラブ合同例会が当クラブの当番で千葉市に於い

て開催されました。当クラブ訪問の為来日していた釜山鎮クラブメンバーとご一緒して、千葉から羽田空港に移動し、

空路 2 クラブが一緒に訪問をした時代もありました。花輪クラブさんは現在では釜山鎮クラブとの姉妹クラブ関係が

途絶えているようですが、今回の機会を利用して頂き、今後の流れの中で昔の様な相互交流が盛んになってほしく思

います。今後、両クラブ訪問が再開され、是非とも国際親善の一翼を実現できるようなご縁が深まることを念じてお

ります。2000 年平成 12 年 4 月 11 日に花輪クラブ 6 名の方が初めて当クラブに来会されました。翌年の 2001

年2月10日に開催した当クラブ創立25周年記念日には10名の方がクラブ代表でお祝いに駆け付けて下さりました。

翌 2002 年には、当クラブから 29 名もの方々が親睦旅行を兼ねて鹿角を訪問させて頂いた記録があります。引き続

き 2002 年 4 月にあった釜山鎮クラブ 25 周年事業において、花輪 RC、台湾高雄北区 RC、韓国釜山鎮 RC、千葉

西 RC の 4 クラブ共同事業として、釜山市民運動公園内に松の木の植栽と石碑を建立しました。その石碑には、花輪

クラブ阿部秀一会長名と当クラブ会長の川島義美さんのお名前および高雄北区クラブ陳社長と釜山鎮クラブ崔会長の

お名前が刻印されています。姉妹クラブや友好クラブの関係は、地区や国を超えて親睦や奉仕活動をすることだけで

はありません。自地区内だけではない思い遣りの精神を発揮させて、相互理解扶助や国際親善を奥深くすることが大

切になります。ロータリー理念である「超我の奉仕」は、他を思いやり他に尽くす心がけが基本であり、最も大切で

肝心な要素となっています。その為にもお互いが理解を深めて、常に多様性をもって最新の情報や意見の交換をし合

う必要があります。尊敬の念をもって信頼と友情を深めることや、お持て成しをする寛容な心構えが大切になってき

ます。今後は花輪クラブのメンバーさんと我がクラブメンバーの交流を通して、会員同士やクラブ間での交流が一層

密になってほしく思います。地区を超えてのクラブ交流からは、様々な違いや新しい気づきを得る良い交流の機会に

なることでしょう。今日は当クラブの恒例になっておりますクラブフォーラムが企画されていた例会日に、偶然にも

花輪クラブの皆さんもご一緒できる良きご縁が深まりました。吉田会長さんと花光会長はもとよりも、浅石幹事さん

と白井幹事と担当委員会の野城委員長のご理解とご協力を頂き、合同例会の形で開催できることが嬉しく思います。

また花輪クラブの窓口に成って準備にご足労いただいた高谷さん竹田さんに、改めて心からの感謝とお礼を申し上げ

ます。

こうした事ができるのも両クラブの先達が、素晴らしい成果を創ってくれていたからこそであります。両クラブメン

バーは心底先人に感謝をする必要があります。また、過去の時々に当クラブにメークアップされた、佐藤さん、松宮さん、

高谷さん、小田島さん、柳沢さん他多くの皆さんの友情と熱意があったからこそであり、こうした地道な交流関係が

継続されていることに感服し、深く敬意を表しております。今日は限られた時間ですが各テーブルに両クラブメンバー

が親しく和やかに話し合っていただく中で、今後に向けた友好クラブ活動が、一層有意義なご縁に繋がることを願っ

ています。

国際ロータリーが強く推奨していますクラブ戦略計画も次年度から刷新されますので、これを機に両クラブが共に活

性され和気藹々と信頼し合える親睦と奉仕活動を発展させていきたいものです。今後は中長期のクラブ戦略計画を構

築させることが大切になりますので、クラブのビジョンをクラブ協議会の中で話し合いされ、効果的に構築できれば

幸いです。さらには奉仕の理念を実現するために、ロータリー精神を深めて様々な奉仕活動の成果が高まることを期

待しています。今後、両クラブが語り合って相談するなかで、最善の友好クラブ関係を構築できることを願うばかり

です。先ずは相互のクラブ例会に参加することから、入りて学び出でて奉仕の精神を学びとり、その繰り返しの中から、

利己と利他の調和をはかり、ロータリー精神である超我の奉仕を身に着けてみたいものです。ごくごく地道に、ごく

ごく自然に世のため人にために尽くせる人間形成を構築させ、両クラブメンバーが真のロータリー精神を発揮できま

すことを願うばかりです。世界のスーパープレイヤーであったイチロー野球選手が引退表明をした席で、世界的な名

声が上がるほどに「自分の成績を優先するのではなく、先ずはファンであるお客さんが喜んで貰えることを常に専念

していた」と引退会見のインタビューで語っておりました。この謙虚さがイチロー選手の素晴らしい人間性を高める

哲学になっています。私たち両クラブメンバーも今後の友好クラブ仲間として、世のため人のためを通して自己研鑽

ができます奉仕活動を基本とさせて、ロータリアンとしての役目を存分に発揮できるように励んでまいりましょう。

花輪クラブさんと当クラブが共に活性繁栄発展し、各クラブメンバーが切磋琢磨する中で、益々の活躍がクラブ隆盛

につながることを祈念しております。その為にも両クラブの関係を、歴史を遡って客観的に感じとることが最も大切

なことを学び共有することができました。その意味でも本日開催された両クラブ合同例会から、お互いが謙虚に学び

取る心得はとっても大切に思います。今後も知覚動考を実践させ、各自のクラブ基盤を各クラブメンバー自身の努力

で固める大切さを伝搬させたいと思います。会員一人一人が両クラブ発展に助力ができる喜びを発揮させて、クラブ

ビジョンを掲げる誇りを共有しあいましょう。そのためにも誠心誠意のロータリー活動から得られる恩恵に、深い感

銘と感謝をする必要があります。是非とも、両クラブの若いメンバー達がお互いの手を携えあって、新たな知恵や汗

をかいて楽しくロータリー活動を継承していくことを確約できる環境が整ったと確信しております。

今後の花輪クラブさんの益々のご繁栄と、メンバー皆様の心からのご活躍を念じております。本日は善き機縁に感謝し、

拙い卓話に耳を傾けて下さった両クラブの皆様に、心からのお礼をお伝え申し上げます。
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4月2日（火）

　会長エレクト卓話

　会長エレクト研修セミナー報告

　野口アキ子会長エレクト

12:30点鐘

　千葉スカイウインドウズ 東天紅

 ニコニコBOX
・花輪 RC ご一同様
・海寶…花輪クラブメンバーの皆様、ようこそお出かけ下さいました！
・宮川…花輪 RC の方々、遠方よりようこそお出で下さいました。千葉の桜をごゆっくりお楽しみください。
・川島治代…台湾、韓国の皆様の来葉時は国際の皆様はじめ、お疲れ様でした。
・　　　　　今日は花輪の皆様、ようこそお出で下さいました。
・野城…花輪ロータリークラブの皆様、本日はありがとうございました。
・花光…花輪ロータリークラブとの合同例会を祝して。野城委員長と委員の皆様、ありがとうございました。
・野口アキ子…花輪 RC の皆様、ようこそ千葉西 RC にお出で下さいました。
・　　　　　　花輪 RC 創立 50 周年に参加しました時の、秋田こまちのお米がとても美味しくて、今でも忘れられません。
・白井…花輪 RC の皆様、ご来会ありがとうございます。
・川城…三ヶ国交流ありがとうございました。

第2052回【5】2019年3月26日(Vol-30)

米山奨学生「歓送会」＆
姉妹クラブ受入「打ち上げ」
3月19日 (火 )東天紅
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子弟交流送出し「壮行会」
3月19日 (火 )東天紅
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花輪ＲＣ＆千葉西ＲＣ有志→東京ＲＣ訪問
3月27日 (水 )帝国ホテル
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3月27日 (水 )帝国ホテル


