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クラブ方針 ： 「 豊かな心を持とう！ 今こそ『絆』 」

■ 会長就任挨拶 /今野文明 会長
　皆様、本日は大変お忙しい中、また厳しいコロナ禍の中、本年度千葉西ロータリークラブ初例会
にご参加を頂き、誠にありがとうございます。
また、まん延防止延長が決まり世の中の状況を見ての事でしたが、急な例会開会時間の変更があり、
皆様に大変ご迷惑をお掛け致しました。
会長としてこの「変わらぬコロナ禍の中」会員の皆様の「健康、安全」を考えたなら例会を中止に
する事が一番の安全策と考えますが、例会を行う事の「意義、意味」を考え前に進みたいと考えて
います。
本年度の目標として、一つ目は会員の皆様と知恵を出し合って、こんな世の中になってしまったから
こそ出来ることを考えていきたいと思っています。もう一つは、通常の例会に一歩一歩確実に戻して
行くそんな一年間だと考えチャレンジしていきたいと思っています。
その第一歩が本日の初例会だと考えていますので、どうぞよろしくお願い致します。
改めまして、就任の挨拶をさせて頂きます。
「千葉西ロータリークラブ」第 47代会長を務めさせて頂きます「今野」でございます。
多くの先達の皆様が築き上げてきた「千葉西ロータリークラブ」の名を汚さぬよう「全身全霊」の精神で頑張る所存です。
また本日は、国際ロータリー第３グループ、ガバナー補佐「清田浩義」様をはじめ、大変申し訳ありませんでした、こんな
状況なので、第３グループの会長、幹事のみと人数は限定させて頂きましたが、お誘いした全ての皆様にご参加を頂き、誠
にありがとうございました。
今現在、私たち世界中の人々は、コロナ禍の真っ只中にいます。
人類の誰もが経験したことのない信じられない世の中に直面し、まるで映画の中のワンシーンを観ているように感じること
が有ります。
そんな中、2021‐22 年度国際ロータリーのシェカール・メータ会長は声明で『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』
と RI テーマを発表されました。「奉仕するとき、誰かの人生だけでなく自分の人生も豊かになる」「人びとの世話をし、奉
仕することこそ、人生の最高の生き方」と述べ奉仕プロジェクトへの積極的な参加を会員に呼びかけています。
この国際ロータリー会長の方針を受け、我が 2790 地区の梶原 等ガバナーは、地区スローガンを『繋ごう次世代へ　夢あ
る未来に向けて』と発表し、もっと成長することが出来るはずです。さあ行動しましょう。と行動指針を提示されました。
ロータリーの創設者、ポール・ハリスは「一種類の花、一つ色ばかりの花壇に、何の面白さがあるでしょうか？色々な花が
咲きあってこそ、人生に薬味がきくというものです。」と述べています。
花壇を彩る鮮やかさと同様に、ロータリーの良さは多様性だと私は思います。
ロータリーの捉え方、宗教観、価値観も多様性に富んで当然だと考えます。
ロータリーは学問ではありません、何かを学ぶということではなくて、お互いが感化し合うことが大切だと思います。私た
ち職業人同士が日常の社会生活において「どう在るべきか、どう生きるべきか」それぞれの立場から考え自己研鑽できる場
がクラブ例会であり『人生道場』だと私は理解しています。
そして、お互いが自己成長できることがロータリーからの恩恵、つまり贈りものではないでしょうか？
ロータリー活動から得た豊富な経験や体験を実践する機会が、やがては周囲の人たち、家庭に、職場に、地域社会に向けて「奉
仕と豊かな人生」を与えるものだと強く信じます、また自分自身の人作りの成長心が、世のため、人のためになり「豊かな
人生が未来にまで」つながるのだと考えます。
　この歴史あるロータリー精神を継承するのに一番大切なことは、故きを温ねて新しきを知る『温故知新』と未来を見据え
る『豊かな心』を育むことだと思います。
そして、その時々の時代で考え方が変わっても、この『豊かな心』をつなぎ止める『絆』がロータリー精神であると信じます。
だからこそ、本年度の我が千葉西ロータリークラブ会長方針を

豊かな心を持とう！　今こそ『絆』
とさせて頂きました。
クラブ会員皆様と共に「強い絆を持った、真の仲間づくり」の一年にし、大いに楽しみあいたいと考えています。
本年度一年間、本橋和也幹事共々、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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■ 幹事就任挨拶 /本橋和也 幹事
　皆さんこんにちは！今年度千葉西ロータリークラブ今野会長の元、幹事を務めさせていただきます
本橋でございます。先ずはガバナー補佐 清田様をはじめ、第三グループの会長幹事の皆様千葉西
RC第一例会にご来席いただき誠にありがとうございます。
先程も今野会長よりお話がありましたが、今年度千葉西RCのテーマは「豊かな心を持とう！今こそ絆」 
と掲げられました。幹事として、このテーマに沿ったクラブ運営に励みたいと考えていますが、何分
コロナ禍での年度でもありますので、会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　幹事の役割として、RI 会長の方針、地区ガバナー、第三グループガバナー補佐の方針を理解し、
今野会長のテーマに沿ったクラブ運営を円滑に進めることは当然のことです。その中で 幹事として
の心がけを３点決めさせていただきましたので発表させていただきます。最終例会でもお願いしまし
たが、皆様が千葉西RCに入会し、初めて参加した時の事を思い起こしてほしいということです。
　①ロータリアンとして 《豊かな心を持つために》 「初心忘るべからず」ということです。多くの諸先輩方から、励ましや激
励を受けたことと思います。この入会したての時は、決意の初心も有るとは思いますが、大方あやふやな不思議な感じの
初心ではないかと思います。私もその一人で、初めて参加した時は、25 歳という年齢でしたからなおさらです。50 代後半
から 80 代の立派な社長さんたちが、みんなで歌なんか歌っちゃってるから「なんだなぁ～」とか、委員会とか委員長とか
聞いて「学級委員長はいないんだ？」みたいなふざけたことを思ったりもした初心でしたね。
　しかし、足元の基本を見つめる意味で、その入会時の初心から、現在ロータリアンとして成長されている今の 感覚と 考
え方を先ずは繋いでいただきたいと考えます。今年度を素敵な 1 年にするためにも、諸先輩方をはじめ、会員皆様の 高い
経験値を生かして頂けるよう 初心を大切に幹事として務めさせていただきます。
　次に、ロータリアンとして必要不可欠なことは「游学」をするということです。同じ場所に留まらず、多くの職業人と関わり、
人間力を高める為に勉強するということです。つまり、ロータリーを勉強するには出席ありきということです。②游学から 《絆》 
づくりをするために、出席したくなるクラブ運営をします。
同じクラブの会員同士、役職ある方は必要として出席しますが、新会員や若輩会員の皆様は中々そうもいかない方もいます。
　そんな方にこそ、諸先輩や役員や理事の方々の声掛けが最も重要だと考えています。 「今日一杯行くか？」でもいいと思
います。経験の浅い会員には、型にはまったロータリアンほど魅力を感じないと私は思います。楽しめるということが大事
です。
　出席ありきとは言っても、無理やりではありません。会社の経営者として、ロータリーを理解できて来たら、自然と参加
する予定が組めるようになってきます。これを教えてもらおうとするかは会員の努力でしかありません。そのための人間関
係絆づくりですので、同じ目的を持つ仲間としてご理解いただきたいと考えています。
　③ロータリアンとして四つのテストを誰でも言えるクラブ創り。
意外と何十年経ても、見ないと言えないという方が多いのではないかと思います。是非この一年で覚える努力をしてほしい
と考えます。私も覚えていない一人ですので習得したいと思います。
　四つのテストは、揺るがないロータリーの柱です。奉仕の数は三大奉仕とか四大奉仕、五大奉仕などとその時代で変化し
ますが、四つのテストは揺るぎません。なぜなら全てに対しての判断基準だと私は理解をしています。
RCクラブ運営、経営先般、近隣とのお付き合いや、飲食の場面でも使える判断基準が四つのテストです。
真・みん・好・みんです。例えば・・・・こんな宝の言葉を覚えない手はないと思いますので、時折、食事の最中など、
突然指名も面白いかななどと考えています。恐らく、全会員がいつでも言えたら、一味違うクラブとして成長していると思
います。一年後を楽しみにしましょう。
以上 幹事としての簡単な三つの心がけの実践項目を発表させていただきました。
　最後に、千葉西 RC 会員としてはまだまだ若輩の一人ですが、始まれば終わる一年を記憶に残す一年とし、歴代の会長
幹事大勢の会員の皆様が創り上げてきた千葉西RCの歴史と伝統を汚すことなく、ロータリーの４つのテストに照らし合わせ、
今野会長と共に、心を豊かにし、楽しく、楽しめるクラブ出席したくなるクラブ運営に努め、会員とその地域社会との絆を
深めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 四つのテスト/ 前野職業奉仕委員長
 「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

■ お客様
　清田浩義 様（第 3Gガバナー補佐 /千葉RC）
　櫻井　守 様（千葉RC会長）
　宮嶋康明 様（新千葉RC会長）
　須藤憲一 様（千葉中央RC会長）
　宮本和夫 様（千葉幕張RC会長）
　江上俊彦 様（千葉東RC会長）
　佐々木宣雄 様（千葉若潮RC会長）
　金　慧媛 さん（米山奨学生）

　大野雅章 様（同補佐担当）
　國吉晃甲 様（同幹事）
　片岡雄彦 様（同幹事）
　木頭孝男 様（同幹事）
　永野知英 様（同幹事）
　坂下雅紀 様（同幹事）
　浅野賢一 様（同幹事）
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■ 来賓ご挨拶　第 3グループガバナー補佐 清田浩義 様
　皆さんこんにちは。只今ご紹介を頂きました、第 3グループガバナー補佐を拝命しました千葉 RC清田浩
義と申します。この一年間、皆さまと一緒に頑張って参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
私が愛する…と言うのも変ですが、今野会長、本橋幹事大変おめでとうございます。千葉西の皆様にとって
素晴らしい一年になりますよう、心からお祈り申し上げます。6 年ほど前、RLI 推進委員会にて委員長を今
野さんにお願いし、共に一年地区の活動をさせて頂きました。推進委員会のメンバーから頂いた「今野さん
に宜しく」という言葉を携えて、本日こちらへ参りました。
　ガバナー補佐を 3 月に拝命し、会議等々にて勉強して参りました。そんな中、ガバナー補佐とはどの様な役割を担わなけ
ればならないのか自分なりに考えました。私なりの結論としては、グループ皆さんのいかにお役に立てるかが、命題と思っ
ています。一昨年前、千葉西の野口会長と同期の会長ということで様々な活動を行いました。コロナとなり私は打ちのめさ
れましたが、野口会長は立派に全うされました。会長就任のとき、千葉 RC では「元気で楽しいクラブにしよう」と目標を
立てました。自分は地区に何かを期待し、役割を考えたのだろうかと思うことがあります。現在は地区の一員として役立て
ることは何かと考えております。RLI は海寶さんのお力で始まり、今年で 10 年になりました。地区には様々な委員会があり
ますが、それぞれクラブの支援をするためにあるのだと思っています。RLIに出る前まではロータリークラブを辞めたいと思っ
ていた方が、多くのロータリアンと対話し語った中で、退会を思いとどまったと伺っております。クラブ内とは違うロータリー
が見えます。
　今週は当クラブ会長幹事と一週間、第 3 グループ各クラブを回っております。千葉東 RC 会長がクラブにより個性がある
という話をしておりました。私も千葉 RC に所属しておりますが、この一年間、色々な活動を行いながらそれぞれのクラブ
の個性、良さを発見したいと思っております。今年度、地区として環境保全プロジェクト、ポリオ根絶コロナ収束の祈願プロジェ
クトを計画しています。概ね企画もまとまってきましたので第3グループでは皆さんとご一緒に活動したいと思っております。
元気なグループにしたいと思います。皆様のご協力を改めてお願い申し上げます。ありがとうございました。

 誕生祝い
　佐藤貢 会員、川城孝夫 会員、遠藤あけみ 会員、北村悠介 会員
 ・川城孝夫 会員スピーチ
　誕生祝いを頂き、ありがとうございます。今月 24 日を迎えた後、還暦へのカウントダウンが始まります。
他人事のように思っておりましたが、腰が痛い、肩が痛いと、このところガタが来ております。何とか皆さ
まとロータリー活動を楽しみたいと思います。誕生日はまさに両親に感謝の日、7 月 24 には両親の方を向
いて感謝したいと思います。お祝いをありがとうございました。

 結婚その他記念日祝い
　西川昇 会員、飯高喜代志 会員、依田和孝 会員
 ・飯高喜代志 会員スピーチ
7 月 7 日に 45 回目の記念日を迎えます。妻にはよくここまで俺と離婚もせずに支えてくれたと感謝です。
来年、離婚されないように今年も一生懸命にやりたいと思います。ありがとうございました。

■ 地区役員委嘱状の授与
 ・野口アキ子 会員…ロータリー平和センター受入 19期生（2020-22）カウンセラー
 ・野城隆憲 会員…管理統括運営委員会 /フェローシップ・親睦活動委員会委員
 ・藤崎泰裕 会員…奉仕プロジェクト統括委員会 /社会奉仕委員会委員
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■ 2021-23 米山奨学生奨学金の授与ならびに近況報告
・米山奨学生　金　慧媛 さん
皆さまこんばんは。千葉西クラブ奨学生の金と申します。宜しくお
願いします。6月は自分にとって特別な月でした。初めてロータリー
のバーベキューに出席して、皆さまと様々な話をしながら思い出を
作りました。実はスランプがありましたが、落ち込んでいるだけで
はなく、自分の内面をゆっくり見つめるきっかけとなりました。い
ままで忘れていたことや、恵まれていたことを思い出しながらノートに書きました。
自分の目標について、ゆっくり焦らず、周りを見ながら努力することが出来ました。
ありがとうございました。
★今日のひとこと
「おめでとうございます」を韓国語では「축하합니다!　チュッカー　ハンミーダ」
と言います。チュッカー　ハンミーダ！！

■ 2020 年度決算承認監査人報告　津田英彦 会計監査人
　令和 3 年 7 月 5 日、千葉西ロータリークラブ事務局にて野口監査人と共に 2020 年 7 月 1 日より 2021
年 6 月 30 までの会計監査を会長、会計、と共に行いました。幹事はオンライン出席頂きました。監査は会
計より詳細な説明後、通帳と関係書類の突合せを行い、収支並びに財産の状況は適正に処理されているこ
とを認めましたので、報告致します。

■ 2020 年度決算承認理事会報告　木村龍次 直前幹事
　2020 年度決算収支報告について、先ほど開催されました決算承認理事会に於いて、賛成多数により承認
されました。尚、親睦旅行費用、奥様例会の会費については使用しませんでしたので、返金することになり
ました。来週以降、処理を行いますのでご協力を宜しくお願いします

■ 幹事報告
　第 1回定例理事会報告
 ・議題①納涼家族例会の件　納涼絆例会 8月7日に開催
　　　②9月、10月プログラムの件　承認
　　　③11/30ロータリー財団学友卓話の件　承認
　　　④千葉いのちの電話・ディアフレンズ美浜支援の件　承認
　　　⑤地区プロジェクトの件　全て前向きに足並みをそろえていこうとなりました
　　　・9/12ロータリー奉仕デー　海岸清掃　
　　　・10/24 世界ポリオデー　祈願プロジェクト
　　　・同トレインジャックプロジェクト
　　　⑥退会会員の件（千葉興業銀行稲毛支店長　須藤伸明会員　異動により退会）
　　　⑦千葉いのちの電話チャリティーコンサート後援名義使用の件　承認
報告　①6月いのちの電話チャリティーコンサート広告御礼報告
　　　②ロータリー青少年交換留学生募集の件　
　　　③ガバナーノミニーデジグネート推薦の件
　　　④ガバナー公式訪問、ガバナー補佐公式訪問スケジュールの件
　　　⑤第 3グループ合同幹事会報告
　　　⑥ガバナー事務所より熱海の土石流災害へ支援ならびに 7 月 3 日の集中豪雨での、2790 地区での被害があれば報
　　　　告を頂きたいとのこと、改めて書面にて報告致します

■ 委員会報告
　親睦活動委員会…納涼「絆」例会のご案内
先ほど本橋幹事からありました通り、8月7日に納涼「絆」例会を開催致します。16:00 点鐘、16:30スター
ト19:00 閉会という予定です。

■ 「活動計画発表」　大森　薫 会計
　今年度、会計を担当いたします大森です。副会計には高橋健一郎さんです。どうぞ、よろしくお願いします。
お金の管理はどの組織でも大変重要な項目になります。
　会計の活動方針は毎年変わることなく「資金を正確に管理し、今期も節約に努め、会員の実質負担の軽
減を目標に、資金管理の内容を明確に、且つ、タイムリーに会員に知らせる。」という方針で行いたいと思
います。また、今野会長・本橋幹事と緊密な連携を取り、指示の元に、資金を正確に管理します。
活動計画の特記事項
　コロナの影響は今年度もまだ続くものと思います。
　　１．野口アキコ年度、藤崎年度共にコロナによる緊急事態宣言、蔓延防止対策の発令で、感染予防を最
　　  　優先に事業・例会運営を最優先した。あらゆる計画が何度も変更され、資金も計画通りに行かず、大幅な変更がで
　　  　ました。
　　２．目的会費については実施しなければ､返金すること。
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　　３．会費から投入されるクラブ事業費については予定より余剰がでても、その内容を区分することがきわめて難しいので、
　　  　返金せず、次年度以降の繰越金とすること。
　　4．この返金の決定は年度終了する時に会長が決定する。
　1年半に渡り、コロナ禍で変更されてきた会計方針を今年度も取り入れて会計業務を行いたいと思います。

■ 「活動計画発表」　遠藤あけみ 会場監督（SAA）
　今年度の会場監督を拝命致しました遠藤あけみでございます。副会場監督には、尊敬する大先輩でありま
す川島治代会員、常に冷静沈着な小松喜久子会員の女性２名。そして、頼もしい須藤郁雄会員、明るい長
坂圭将会員の男性 2 名。計 5 名体制にて船出を致しますので、どうぞ皆様、温かい目で見守って頂けたら
幸いです。
　大森年度の初春に入会させて頂いてから早、3年が過ぎ去り(いえ、まだ3年しか ..... が正しい表現でしょ
うか .....) その間、副 SAA として渡辺元会場監督、直近の川城前会場監督の背中を見失わないよう追いか
けて参りました。
　今年度も会長方針に則り、的確な会場運営を行う為の努力を惜しまず、例会時間の管理徹底、会員の交流の場として品
格があり、明るく楽しい例会運営に努めます。
活動計画 (詳細内容 )
　1. 例会を円滑に運営出来るよう事前に会長、幹事、関連委員会、事務局との連絡確認を密にする。
　2. 当日の卓話者、発表者への連絡並びに時間配分等を確認の上、周知徹底をする。欠席者には事前の連絡をお願いする。
　3. 来会されるお客様に最大限の [おもてなし ]の心で接する。
　4. ニコニコボックスへのご協力を会員の皆様にお願いし、責任を持って受付、管理、集計に努める。
具体的内容
　＊会場の準備及び手配
　＊例会中の監督及び時間の管理
　＊例会席次の企画及び実施
　＊食事の企画及び手配
　＊食事数の手配及び対策
　＊ニコニコボックスの管理及び推進
　＊各委員会との連携
等々ですが、上記項目を無事に遂行させる為には、会員の皆様方のご協力が不可欠となりますので、これからの 1 年間ど
うぞよろしくお願い致します。
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クラブ広報・ロータリー情報委員会  【委員長】桜井隆宏  【副委員長】海寶勘一  *高橋健一郎  【委員】嶋田　悠  *野城隆憲  *北村悠介  *中村武弘  *川﨑美嘉子  *須藤伸明
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■ 次週プログラム
　7月13日（火）活動計画発表
　西川　昇 クラブ研修リーダー
　北村悠介 会員増強・退会防止委員長
　木村龍次 プログラム委員長
　前田善弘 親睦活動委員長
12:30点鐘 千葉スカイウインドウズ 東天紅

47

44 6 8 82.22 154,000

154,00084.0937 0
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 ニコニコBOX
 ・清田浩義様（第 3グループガバナー補佐）…今野会長、本橋幹事ご就任おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉西ロータリークラブの皆様どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
 ・櫻井守様、國吉晃甲様（千葉RC）…今野会長、本橋幹事初例会おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉西ロータリークラブの益々の発展を心よりお祈りしています。
 ・宮嶋康明様、片岡雄彦様（新千葉RC）…おめでとうございます。貴クラブの益々のご発展を祈念致します。
 ・須藤憲一様、木頭孝男様（千葉中央RC）…今野会長、本橋幹事、初例会おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一年間宜しくお願い致します。
 ・宮本和夫様、永野知英様（千葉幕張RC）…今野会長、本橋幹事、初例会おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一年間宜しくお願い致します。
 ・千葉東RC…今野会長、本橋幹事、初例会おめでとうございます。今年一年、宜しくお願い致します。
 ・千葉若潮RC…今野会長、本橋幹事、会員の皆様方、本日は初例会の開催誠におめでとうございます。
　　　　　　　　一年間、宜しくお願い致します。
 ・津田…今野会長、本橋幹事、お世話になっております。よろしくお願いします。
 ・海寶…今野会長、本橋幹事年度のスタートをお祝致します。
 ・花嶋…今野・本橋年度スタートです。おめでとうございます。
 ・野口正夫…今野会長、本橋幹事、就任おめでとうございます。
 ・大森…今野・本橋会長幹事、頑張ってください。
 ・西川…今野・本橋年度を祝して。結婚祝いを頂きありがとうございます。
 ・遠藤平…2021-22 年度初例会を祝して。
 ・川島…今野会長、本橋幹事、ご就任おめでとうございます。
 ・飯高…結婚記念を頂きました。今野本橋年度、頑張ってください。
 ・藤崎…会計監査も滞りなく終わりました。2020-21 年度完全終了です。ありがとうございました。
 ・今野…新年度、初例会へのご参加誠にありがとうございます。
　　　　本年一年間、大変お世話になります。どうぞ宜しくお願い致します。
 ・野城…今野会長、本橋幹事、一年間よろしくお願いします。
 ・花光…今野、本橋年度の門出を祝して。
 ・野口アキ子…今野会長、本橋幹事ご就任おめでとうございます。一年間宜しくお願いします。
 ・前野…新年例会、一年間よろしくお願いします。
 ・須藤…初例会を無事に、一年間宜しく！！
 ・川城…お誕生祝いをありがとうございます。今野年度のスタートを祝して！
 ・依田…先月は誕生日祝い、今日は結婚祝いを頂きありがとうございます。新会長・幹事何卒よろしくお願いします。
 ・遠藤あけみ…お誕生日お祝いを頂きましてありがとうございます。
 ・長坂…今野会長、本橋幹事 1年間よろしくお願いします。
 ・本橋…この一年間幹事を務めますので、何とぞよろしくお願い致します。
 ・桜井…今野会長、本橋幹事一年間宜しくお願いします。
 ・高橋…今野会長、本橋幹事一年間宜しくお願いします。
 ・川﨑…今野会長、本橋幹事新しい年度宜しくお願い致します。
 ・持田…新年度に当たり謹んでお喜び申し上げます。今年度も宜しくお願いします。
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