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■ 会長就任挨拶 / 野口アキ子 会長
皆さんこんばんは
この度、平成から令和へ御代がわりした歴史に残る年に千葉西ロータリークラブ 第４５代
会長に就任いたしました野口アキ子です。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は大変ご多用の中、国際ロータリー第３グループガバナー補佐鵜沢和広様をはじめ、大勢
のお客様においでいただきましてありがとうございました。
今年度、国際ロータリー会長、マーク・ダニエル・マローニー氏の方針は「ロータリーは世
界をつなぐ」ROTARY CONNECTS THE WORLD と発表されました。 ロータリーの
礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来た ポール・ハリスがロータリー
を創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」ことでしたと述べて
います。
地域社会や家庭、職域に新しいつながりをつくる。国際社会との新たなつながりをつくる、
分断された世界をつなぐ役割を果たすこと、
＜リーダーを結びつける、意見を交わす、行動を起こす＞と国際協議場の
会場入口に掲示版があり記述されていたそうです。この RI の会長方針を受けて、国際ロータリー２７９０地区諸岡靖
彦ガバナーは地区スローガンとして「ロータリーから千葉を元気に」と行動指針とされました
当地区８３クラブのそれぞれの課題、地域の会員基盤や奉仕のあり方、新しいアイデアについて語りあい、クラブ
を元気にして、「ロータリーから千葉を元気に」することを目指したいと述べられています。
私の職業も社会福祉関係の仕事になりますので、地域の人々の生活のお役に立つ仕事はロータリー指針と変わりな
く、受け入れやすく、自分の経験と実力を注ぐことができます。そして、クラブが元気であればこそ、私たちロータ
リアンは世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行動
することができると考えます。
２０１９ -２０年度 RI 会長方針、そして、第２７９０地区諸岡ガバナーの「ロータリーから千葉を元気に」スローガ
ンを基に千葉西ロータリクラブ、第４５代会長方針は～温かいクラブ～活気のあるクラブ～調和のとれたクラブ～と
させていただきます。
温かいクラブ～活気のあるクラブ～調和のとれたクラブのイメージは新入会員、家族、友人、地域の方々を積極的に
温かく受け入れるような雰囲気にしたいと思います。 そして、柔軟性をもって行動する事により、クラブの活性化
につながり元気になり、調和のとれたクラブになります。
（自分だけでなく周りの人々がみんなが常に幸せに生きるこ
とを願う心です）
今年度は２０１７－１８年大森年度、２０１８－１９年花光年度で掲げた戦略計画の３年継続の年に当たりますので
更に進めて参ります。
会長方針
① 温かいクラブ
一つ屋根のしたで食事をしながら交わす会話は家族と一緒です。同じ価値観を持って参加する会員同士の交流を深
めて参ります。
会員、家族、友人、インターアクトを誘って奉仕作業をしながら奉仕活動理念を学び公共イメージにつなげて参ります。
②

活気のあるクラブ
戦略計画の３年目にあたり会員の積極的参加を促進した例会プログラムにして自分の存在感があり、例会が楽しく
なるクラブにして参ります。
野球同好会、ゴルフ同好会を通じて会員の親睦に力を入れます。
クラブを元気にするには会員増強も不可欠です 上期１名、下期２名の純増をおこないます。クラブが元気であれば
私たちロータリアンは世界で地域社会で、
そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために人びとと手を取り合って行動することができると考えます。
③ 調和のとれたクラブ
クラブの良い点、改善点を探るため、会員満足度調査をクラブフォーラムを利用し会員の意見を吸い上げ時代のニュー
ズに沿った奉仕活動か確認して 今、地域で求めていること等 検討できたら良いと思います。
そして、自分だけでなく地域社会の人々が常に幸せに生きることを願う心を育てて参ります。
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また、今年度の重点施策が２点ございます。
１点は地区インターアクト委員会主催の第５３回年次大会が８月６日に東天紅で開催されます。当クラブが提唱して
いる千葉県立千葉商業高等学校インターアクトクラブがホストになります。テーマは「世界に友だちを広げながらボ
ランティア精神と国際感覚を身につける」スポンサークラブとして支援して参ります。
もう１点は当クラブの姉妹クラブであります国際ロータリー３５１０地区台湾高雄北区のロータリークラブのダイヤ
モンドがガバナーに就任いたします、それに合わせて３カ国輪番制で行っている 書画交流、WCS も行います
たくさんの会員に参加のご協力をお願い申し上げます。
以上、今年度は大森年度、花光年度で掲げた活性化あるクラブ作りの指針を更に進めて「地区諸岡ガバナーのスロー
ガンであるロータリーから元気のあるクラブ」にするために役員・理事には経験豊かな方に、副委員長には若い活力
のある方に就任して頂く事ができました。どうぞ この１年間皆様方のご指導とご鞭撻をお願い申し上げまして私の
就任の挨拶とさせていただきます。

■ 四つのテスト / 白井貴博 幹事
「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
■ お客様
鵜沢和広 様
稲葉弘尚 様
中山雅照 様
高橋潤一 様
長谷川七三一
星
聡様
井上喜雄 様
内田健夫 様
小林春雄 様
柳 相熙 様
藤本俊男 様
荒井成喜 様
原 啓介 様
尾形文貴 様
宮本和夫 様
宮内孝ニ 様

第 3 グループガバナー補佐
新千葉 RC 会長
新千葉 RC 幹事
新千葉 RC パスト会長
様 新千葉 RC パスト会長
新千葉 RC パスト会長
新千葉 RC 会員
新千葉 RC 会員
千葉中央 RC 会長
千葉中央 RC 幹事
千葉港 RC 会長
千葉港 RC 幹事
千葉幕張 RC 会長
千葉幕張 RC 幹事
千葉幕張 RC パスト会長
千葉幕張 RC 会員

ご来会誠に
ありがとう
ございました

■ 幹事就任挨拶 / 飯高喜代志 幹事
皆様今晩は。只今 SAA の渡辺委員長より紹介を頂きました、2019 ～ 2020 年野口年度幹
事を務めさせて頂きます飯高です。どうぞ宜しくお願い致します。
この壇上に立って親クラブの新千葉 RC の皆様を始め第３グループ又、第 4 グループのロータ
リアンの皆様方が大勢お祝いに駆け付けて頂いた事に感激し、また感謝申し上げます。有難う
ございます。
私は、2000 年の 4 月に千葉西ロータリークラブに入会をさせて頂き 20 年目に入りました。
2013 年〜2014 年には、皆様も良くご存知の西川昇パスト会長の下、幹事を務めさせて頂き
ました。その時の会長挨拶文の中で【ロータリークラブ】は奉仕団体と見るより【奉仕を志す
者の集団】であるべきだと書いて有った事を今でも記憶の中に残っています。
今思えばちょっときざな文面だとおもいますし、どこかの書物から引っ張り出したのではと
も思います。しかしながらそのような見識のある会長の下での経験を野口年度に活かして行きたいと思います。
今年度の会長方針に 温かいクラブ 活気のあるクラブ 調和のとれたクラブの三点を掲げられています。又、柔
軟性をもってとも書かれています。
幹事として、各委員会の委員長又は委員会のメンバーの方たちと連携を図りスムーズな運営を心掛けたいと思いま
す。
8 月の第 1 週には納涼家族例会と子弟交流受入が有り、第 2 週には本年度の大きな事業である第 53 回インターア
クト年次大会が東天紅のこの場所で開催されます。千葉商業高等学校は当クラブがスポンサークラブとなっています
ので、ホスト高と連携しながらの支援に努めます。
又、3 月に姉妹 3 クラブ輪番制交流事業計画されています。今年度は高雄北区 RC が当番クラブで公式訪問時には
高雄北区 RC のダイヤモンドパスト会長がガバナーに就任されるとの事で、多くの会員の参加を要望されていますの
でその節は多大なご協力をお願い致します。
大きな事業としては今申し上げた２つの事業ですが、例年通り納涼、忘年家族例会、親睦旅行等の他の行事も開催
されますのでご協力お願い致します。
最後になりますが、今年度の役員・理事の方並びに会員の皆様の絶大なご協力を頂きながら、野口会長の黒子に徹
し頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。有り難う御座いました。

鳴海寿裕 様 千葉東 RC 会長
武田 康 様 千葉東 RC 幹事
七海順子 様 千葉東 RC 会長エレクト
髙柳啓一 様 千葉東 RC 直前会長
神長洋士 様 千葉北 RC 会長
吉田武司 様 千葉北 RC 幹事
栗原洋一 様 千葉北 RC 直前会長
内藤定雄 様 千葉若潮 RC 会長
小金澤庸晃 様 千葉若潮 RC 幹事
林田英樹 様 千葉若潮 RC パスト会長
中路泰博 様 千葉若潮 RC 会長エレクト
浅野賢一 様 千葉若潮 RC 親睦委員長
以上 28 名
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■ お客様ご挨拶
国際ロータリー第 2790 地区第３グループ ガバナー補佐 鵜沢和広 様
野口会長・飯高幹事、そして千葉西 RC の会員の皆様、新年度の幕開けを迎えられ誠におめでとう
ございます。心よりお慶び申し上げます。
千葉西 RC は台湾・韓国の姉妹クラブとの国際交流を通した国際奉仕活動やインターアクトクラブ
のスポンサーとしての青少年奉仕活動そして稲毛駅前の花壇の整備を行う社会奉仕活動等々非常に積
極的に奉仕活動を展開されており第３グループの中でも頼もしい存在です。野口会長は第４５代の会
長とお伺いいたしました。貴クラブがこれから創立５０周年に向けて野口年度、藤崎エレクト年度、
今野ノミニー年度・・・と益々発展される事とご期待申し上げます。
新千葉ロータリークラブ 会長 稲葉弘尚 様
新千葉ロータリークラブ、今年度会長の稲葉弘尚です。本日は、野口アキ子会長、飯高喜代志幹事、
ご就任まことにおめでとうございます。
そして本日、千葉西ロータリークラブがはなばなしく新年度のスタートをきられたこと心よりおよ
ろこび申し上げます。千葉西ロータリークラブは、1976 年の創立以来、長い年月に渡り、様々なロー
タリー活動を展開されました。その結果として、地域で愛されるクラブへと発展された事を、スポンサー
クラブとして、誇りに思うとともに、心からの敬意を表するものと、つねづね思っております。
これからも両クラブ会員同志、明るい社会を築くため奉仕と友情の太い絆を一層強くし、2790 地区第 3 グループ
を一番元気のあるグループにしていきたいと思っております。
結びに、野口会長、飯高幹事を始めとする会員の皆様のご健勝と、千葉西ロータリークラブのますますの発展を祈
念しお祝いの挨拶といたします。
千葉中央ロータリークラブ 会長 小林春雄 様
千葉中央 RC の会長を務めさせて頂きます、小林です。千葉西 RC 野口会長、飯高幹事年度の旅立
ちに立ち会うことが出来て、大変嬉しく思います。おめでとうございます。千葉西さんは 1976 年の
設立だそうで、私共のクラブの一年先輩にあたります。その取り組みには先進的なものがあり、こう
して例会を見させて頂くと、色々なことを丁寧にやってきたのだなと感じます。
これまでの積み重ねの努力を、私たちも学ばせて頂きたいと考えております。どうぞ宜しくお願い
致します。
千葉港ロータリークラブ 会長 藤本俊男 様
歴史ある千葉西ロータリークラブの皆様、令和元年の初例会、誠におめでとうございます。野口会長、
飯高幹事、ご就任おめでとうございます。千葉港 RC は千葉西さんを親クラブとしまして、今年 35
周年を迎えることになりました。グループの違いはあっても、千葉西さんには大変お世話になってお
ります。御礼申し上げます。
2019-20 年度はオリンピック・パラリンピックを控え、ロータリーは 100 周年、節目の年です。
「ロータリーは世界を繋ぐ」のテーマの下、千葉を元気にと思っています。ご指導ご鞭撻のほど、どう
ぞ宜しくお願い致します。
千葉幕張ロータリークラブ 会長 原 啓介 様
皆さんこんばんは。今年度、千葉幕張 RC の会長を務めます、原でございます。野口会長、飯高幹事、
この度のご就任誠におめでとうございます。また、本日は当クラブの初例会にお忙しい中お越し頂き
まして、この場を借りて御礼申し上げます。
千葉西クラブさんから見まして、当クラブは孫クラブにあたり、野球でも大変お世話になっており
ます。今後とも変わらぬお付き合いを宜しくお願いします。結びに、今後益々のご隆盛を祈念しまして、
お祝いの言葉に代えさせて頂きます。本日の初例会、誠におめでとうございます。
千葉東ロータリークラブ 会長 鳴海寿裕 様
最初に、千葉西ロータリークラブ初例会、誠におめでとうございます。野口会長・飯高幹事、就任
誠におめでとうございます。私千葉東ロータリークラブ 29 代会長に就任いたしました鳴海寿裕でご
ざいます。
本日は、千葉西ロータリークラフ初例会にお招きいただき千葉東ロータリークラブを代表して心よ
りお礼申し上げます、ありがとうございます私事では有りますが花光パスト会長・白井パスト幹事には、
昨年は大変お世話になりました。飯高幹事におかれましでは 2013-14 年度の並木ガバナー補佐の時
の同期幹事をさをで頂き、1 年間共にロータリーを学びよくお酒を呑みに行きました。その直く後に
並木会を発足したことが同期幹事の団結力を強く感じました。2015-16 年度は、並木パストガバナー補佐のお誘い
で第 2790 地区の地区幹事を飯高幹事共に 1 年間汗を流しました。
野口会長におかれましては 2017-18 年度宮本ガバナー補佐のもとお互い自クラブ・第 3 グループの事業が激務の
中、宮本ガバナー補佐の体調不良の中 1 年間共に頑張ってロータリーを楽しんで参りました。野口会長の女子力で宮
本ガバナー補佐も 1 年間乗り越えられたのではないでしょうか。
千葉東ロータリークラブの本年度のテーマは「新時代に新風」を掲げました。具体的にはロータリーを学び・理解
し新時代のクラブづくりを目指します。現在会員減少や予算不足などクラブの背負った課題は沢山有りますが皆様の
お力をお借りしながら自クラブを盛り上げて行きたいと考えております。
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敬愛なる親クラブの皆様、近隣クラブの皆様、今後ともご指導ならびご支援を何卒宜しくお願い致します。
取りとめのない話しですがお祝いの挨拶とさせていただきます。本日は、初例会大変おめでとうございます。
ありがとうございました。
千葉北ロータリークラブ 会長 神長洋士 様
皆さんこんにちは、千葉北ロータリークラブ今年度会長の神長と申します。そして私と同じくらい
がタイの良い吉田幹事でございます。野口会長、飯高幹事、ご就任大変おめでとうございます。
そして千葉西ロータリークラブの皆様、今年度初例会大変おめでとうございます。千葉西クラブと
いえば我々にとってはおじいちゃんクラブに当たり、それこそ歴史も伝統も比べ物にならない位の大
変すばらしいクラブと思っております。そのようなクラブの初例会におじゃまさせていただき、こう
してご挨拶を申し上げる時間をいただけたことに只々感謝するばかりでございます。
我々千葉北クラブも段々と活気を帯びてまいりました、奉仕事業の数も年々増えてくると同時に会員数も増えてま
いりました。今年度は 30 名達成いたしまして益々盛り上がってきております、千葉西クラブのような歴史を語るに
はまだまだでございますが、ここにいらっしゃる先輩ロータリアンの皆様に変わらぬ愛情とご指導をお願いしたいと
思います。
最後に、野口会長、飯高幹事をはじめ千葉西ロータリークラブの益々のご発展を祈念いたしまして私のあいさつと
させていただきます。
本日はおめでとうございます。
千葉若潮ロータリークラブ 会長 内藤定雄 様
こんばんは、千葉若潮 RC の内藤です。野口会長、飯高幹事年度、初例会おめでとうございます。
歴史ある千葉西 RC の会長を務めるには、ご苦労は絶えないと思いますが、今までのロータリー経
験を活かしてクラブ発展の為頑張って下さい。
今年度は第 3 グループ合同会長、幹事会、3 クラブ合同例会等、会う機会増えると思いますが、友
好を深めて共に協力し合い楽しい 1 年間にいたしましょう。
■ 新入会員入会式 桜井隆宏 新会員 （ソニーライフ生命 部長） 紹介：白井 会員
こんばんは。只今ご紹介頂きました、桜井です。ご紹介頂いたようにロー
タリー歴は成田空港南クラブで 4 年です。夜と親睦を中心に活動してきまし
た。ロータリーの基本や精神は身についておりません。初例会に入会を承認
頂き、非常に嬉しく思っています。今後とも、どうぞ宜しくお願いします。
■ 2018 年度決算承認監査人報告 黒川厚雄 監査人
昨日、花光年度の会計監査を合同事務所で行いました。会長、幹事、花嶋会計、
事務局、そしてもう一人の監査人である津田先生と精査しました。全て正確
にして適正な処理が成されていました。以上、報告します。
■ 2018 年度決算承認理事会報告
花光和久 直前会長
初例会前に決算承認理事会を行いました。昨日会計監査を受け、正確適正
との言葉を頂きました。慰労激励会の収支報告と、2018-19 年度収支決算の件を
審議いただきました。昨年度は退会者がいて心配をしましたが、若干の黒字で次へ
送ることが出来、ホッとしています。ご協力ありがとうございました。
■ 地区役員就任者の紹介と委嘱状の授与
・理念研究委員会委員長…海寶勘一 会員
・ロータリー研修委員…今野文明 会員
・管理運営統括委員会 フェローシップ・親睦活動委員…野城隆憲 会員
・奉仕プロジェクト統括委員会 職業奉仕委員…藤崎泰裕 会員
■ 委員会報告
親睦活動委員会 納涼家族例会のご案内
8 月 3 日（土）、18:00 よりこちら東天紅にて、納涼家族例会を開催いたします。会員並びにご家
族の親睦はもとより、全ての皆様との親睦を深めたいと思います。今年度会長方針である｢活気のある
元気な｣という目標の元、開催いたします。西川親睦活動委員長の元、委員一丸となって準備を行って
います。会員の皆様におかれましては、来週の例会より参加者を募集いたします。宜しくお願いします。
青少年奉仕委員会 インターアクトソングについてご案内
納涼例会を終えて 8 月 6 日（火）、インターアクト年次大会を、当クラブがスポンサーを務める千
葉商業高校 IAC がホストクラブとなり開催いたします。是非大勢の方に登録頂き、高校生との交流を
深めて頂きたいと思います。次週の例会よりインターアクトソングを流します。会員の皆様に練習頂き、
年次大会当日は全員でインターアクトソングを斉唱出来る様に頑張りたいと思います。宜しくお願い
します。
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・新千葉 RC 様
・千葉中央 RC 小林春雄様、柳相熙様…おめでとうございます。
・千葉港 RC 藤本俊男様、荒井成喜様…野口会長、飯高幹事、頑張ってください。
宜しくお願いします。
・千葉幕張 RC 原啓介様…就任おめでとうございます。今年度宜しくお願い致します。
・千葉東 RC 様
・千葉北 RC 一同様…初例会、おめでとうございます。
・千葉若潮 RC 様…初例会、おめでとうございます！
・新千葉 RC 石川英夫様…おめでとうございます。
・新千葉 RC 内田健夫様…会長、就任おめでとうございます。
・千葉東 RC 七海順子様…おめでとうございます。
・津田…野口アキ子会長、飯高幹事、一年間お世話になります。宜しくお願いします。
・並木…花光前会長、白井前幹事、一年間ご苦労様でした。野口会長、飯高幹事の門出を祝して。
・大森…野口アキ子会長、飯高幹事、一年間宜しくお願いします。
・遠藤平…野口会長、飯高幹事の船出を祝して
・川島治代…野口会長、飯高幹事の船出を祝して。
・飯高…今年一年間、宜しくお願いします。
・藤崎…本日は多くのご来会ありがとうございます。素晴らしい船出が出来たことと思います。
・花光…野口アキ子、飯高喜代志年度の門出を祝して
・野口アキ子…本日はご多用の中、第 3 グループ鵜沢ガバナー補 ７月プログラム
9 日（火）12:30 〜東天紅
佐を始め、大勢の皆様にご出席いただきまして、ありがとうござ
16
日（火）12:30 〜東天紅
いました。どうぞ一年間宜しくお願いします。
23
日（火）12:30 〜東天紅
・三上…慰労会、急な欠席でご迷惑をお掛けしました。
30
日（火）振替
・花澤…野口年度の船出をお祝いいたします。
⇒8 月 3 日（土）18:00 〜東天紅
・遠藤あけみ…花光前会長、白井前幹事、一年間ありがとうござい
８月プログラム
ました。野口新会長、飯高新幹事、一年間宜しくお願いします。
6 日（火）11:00 〜東天紅
・長坂…野口会長、飯高幹事、一年間宜しくお願いします。
13 日（火）休会
・本橋…新年度会長幹事の少しでもお役に立てるよう、努力を続け
20 日（火）12:30 〜東天紅
て参ります。
27 日（火）休会
対象者

51 名

出

44 名

席

欠

39 名

5名

前々回修正

欠

メーキ ャ ッ プ

0名

席

席

7名

出席率

88.63 ％
出席率

84.09 ％

合

計

153,000 円
累

計

153,000 円

次週のプログラム

数
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本日の出席

総

7月9日（火）活動計画発表
会
計 大森 薫
会 場 監 督 渡邉岳仁
クラブ奉仕委員長 今野文明
会員増強退会防止出席委員長 野城隆憲
12:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅
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