第2077回
【1】

2019年11月12日
Vol-15

地区スローガン：「ロータリーから千葉を元気に」
会長方針：
「温かいクラブ・活気のあるクラブ・調和のとれたクラブ」

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

WEEKLY COMMUNICATION

創 立
会 長
例会場
例会日
事務局

1976年1月20日
野 口 ア キ 子

承 認 1976年2月25日
幹 事 飯 高 喜 代 志
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
毎週火曜日 12:30〜
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/

■ 会長挨拶 / 野口アキ子 会長
皆さんこんばんは、今年は未曾有の台風により千葉県は大変な被害を受けました。被災された
皆さんには、心からお見舞い申し上げます。悪いことばかりではなく１１月１０日は天皇陛下の
即位を祝うパレード、祝賀御列の義が素晴らしい青空のもと日本中の人が見守る中行われました。
令和が明るく希望の時代になることを心から期待しております。
本日は千葉西ロータリークラブ会員増強オープン例会にご多用の中、ゲストの皆様はじめ、各
クラブのロータリアンの皆様にご参加を頂きありがとうございました。当クラブの会員増強オー
プン例会は全会員が参加する例会のもとで地域の皆様、会員の推薦する方でロータリー活動に興
味のある方をお招きして開催され１０年以上になります。過去には RI の勧める「５名でグルー
プを作り各グループが１名の新会員獲得に努力する」方法もあリました。会員増強はクラブの持
つ魅力が一番問われるのではないでしょうか。そのクラブが魅力的であれば自然と惹きつけられ
て行くように思います。その魅力あるクラブを作っていくには社会貢献事業や相互交流事業を活
発に実施できているか？また個人の職業奉仕に誇りを持ち相手の立場、相手の視点で考える思いやりの心など様々な
考え方があると思います。当クラブで通常行っている事をご紹介いたします。
１・委員会ごとに LINE 等で活動状況をタイムリーに公開し共有
２・月に一度 例会終了後のふれあいタイム
３・各委員会のクラブフォーラムで意見を吸い上げ活性化に繋げる
４・会員の卓話を積極的に取り上げ会員の存在感ある例会の工夫
５・クラブの親睦に力を入れ野球同好会・ゴルフ同好会等 各事業委員会活動終了後には打ち上げを行い会員同士
の絆を深め会長方針の「温かいクラブ」の運営に取り組んで頂いております。
今日は会員増強委員会の皆さんの企画により講師として音楽専門学校副校長の渡辺敦子様をお招きして人を惹きつ
ける魅力や安定した人気と実力のヒントを頂けること期待しております。
■ 四つのテスト / 高橋健一郎 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
■ お客様
渡辺敦子 様（ゲストスピーカー・プリンセスプリンセス リーダー、ベーシスト）
田中拓見 様（藤崎会員ゲスト）
山田祐樹 様（藤崎会員ゲスト）
飯生哲雄 様（野城会員ゲスト）
川﨑美嘉子 様（野口アキ子会員ゲスト）
大原幸典 様（須藤会員ゲスト）
安西順子 様（遠藤あけみ会員ゲスト）
中村武弘 様（長坂会員ゲスト）
白井昌則 様（前田会員ゲスト）
金子正志 様（前田会員ゲスト）

杉本峰康 様（千葉南 RC 会長）
廻辰一郎 様（千葉南 RC）
向後保雄 様（千葉南 RC）
藤本俊男 様（千葉港 RC 会長）
伊藤和己 様（千葉港 RC）
山本要子 様（千葉港 RC）
清田浩義 様（千葉 RC 会長）
國吉晃甲 様（千葉 RC）
小金澤庸晃 様（千葉若潮 RC）
伊藤宏司 様（千葉若潮 RC）
原田宗広 様（千葉若潮 RC）
浅野賢一 様（千葉若潮 RC）
稲垣来夢 様（千葉マリンローターアクトクラブ）

■ 幹事報告
【11 月 26 日のプログラムについて】
千葉西警察署署長の卓話を予定しておりましたが、都合により生活安全課課長の鵜澤宏光氏の卓話に変
更となりました。宜しくお願いします。
■ 委員会報告
なし
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■ 第 3 グループゴルフ会表彰
団体優勝…千葉西ロータリークラブ
山本康昭 WRG 会長
個人優勝…川城孝夫会員

会員増強オープン例会
3 . 11 プ
リプリ再結成の奇跡の軌跡 ！
■ ゲストスピーカー・プリンセスプリンセス リーダー、ベーシスト 渡辺敦子 様
【講師プロフィール】
講師の渡辺敦子様は，ガールズロックバンド｢プリンセス・プリンセス｣のリーダー兼ベーシス
トとして日本の音楽史に刻まれる大成功を収められています。
１９９６年の解散後は音楽プロデューサーとして活躍され、現在は東京スクールオブミュー
ジック＆ダンス専門学校で副校長を務めておられます。
また、東日本大震災からの復興支援のために２０１２年に１年限定でプリンセス・プリンセス
を再結成すると、その収益資金で被災地支援を行い、主に社会貢献を目的とした市民参加型シア
ター「仙台 PIT」をオープンさせるなどして、２０１６年３月までプリンセス・プリンセスとし
て復興支援に尽力されました。
その後、２０１６年５月には渡辺様の地元である千葉県市原市内にて児童発達支援・放課後等
デイサービス施設の「ダイアキッズ」（DiA Kids）を設立されています。｢ダイアキッズ｣はベースやギターなどの楽器
演奏を教えながら、リズム力をつけて生活リズムにもつなげる音楽セラピーを大きな特色としつつ、ひとりひとりが
夢中になれる遊びや学習・運動・アートを提供しそれぞれの可能性を 1 つでも多く発見し、心と体のバランスを図り
ながら成長のお手伝いをされています。
２０１８年４月には、市原市内にて放課後等デイサービス施設ダイアキッズネストを新たに設立し、より一層の福
祉活動に従事しておられます。
今月９日には、プリンセス・プリンセスのボーカル岸谷香氏とのユニット｢おりあつ｣を復活させ、２０２０年２月
１５日に開催される【岸谷香 感謝祭 2020】に参加することが発表されています。
音楽事業と放課後デイサービス事業という２つの仕事を有機的に結びつけながらその活躍の場をますます広げてお
られる渡辺様に本日は『３．１１プリプリ再結成の奇跡の軌跡！』と題しお話いただきます。

インターアクト国外研修

in

臺灣
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友田委員長奥様
海寶勘一Ｐ Ｐ.

前田善弘会員

依田和孝会員

貢Ｐ Ｐ.

飯高喜代志幹事

昇Ｐ Ｐ.

友田直人委員長

佐藤

野口アキ子会長

西川

白井貴博会員

藤崎泰裕会長エレクト

 ニコニコ BOX
・大原幸典 様（須藤会員ゲスト）…素晴らしい会に出席させて頂き感謝申し上げます。
・千葉南 RC 様…オープン例会の開催、おめでとうございます。当クラブも来月に開催しますので、本日は勉強をさ
せて頂きに参りました。宜しくお願いします。
・藤本俊男 様（千葉港 RC）･･･会員増強オープン例会、おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。
・千葉若潮 RC 様…会員増強オープン例会の開会、おめでとうございます。渡辺様、ご講演ありがとうございました！
・藤崎…渡辺敦子様、ありがとうございました。また、多くのご来会に感謝申し上げます。
・花光…ふれあい花壇植替えと「ロータリーとポリオ」のチラシ配布ありがとうございました。
・野口アキ子…会員増強委員会の皆様、お疲れさまです。
・前野･･･インターアクト海外研修に千葉商業高校インターアクター 3 名と共に、行ってまいりました。
・川城…11/17 手づくりのお祭り「夜灯（よとぼし）」に是非お出かけください！
・小松…9 月に入会し、覚えることが多いけれど、焦らずに一歩一歩です。
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本日の出席

総

11月19日（火）定款により休会
11月26日（火）ゲストスピーカー
千葉西警察署生活安全課課長 鵜沢宏光氏
「千葉西警察署管内における犯罪情勢」
12:30点鐘
千葉スカイウインドウズ 東天紅
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