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地区スローガン：「 Love Other Spirit 〜繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて〜 」
クラブ方針：「 豊かな心を持とう！今こそ『絆』」
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■ 会長挨拶 / 今野文明 会長
皆様、本日は大変お忙しい中、例会にご参加を頂き、誠にありがとうございます。
千葉市に適用されていた、まん延防止等重点措置が、新規感染者数と入院者数の減少を踏まえ解
除されましたが、引き続き感染者数の「高止まり及び新しい変異株の存在」が指摘されておりますので、
改めて気を引き締めなければいけないと強く感じています。
勿論コロナ前のようには戻りませんが、気を付けながらも少しずつですがロータリーを始め仕事関
係など、色々な予定が入って来ました。改めて感じることは「予定」は希望だと思います。誰かと会う、
どこかへ行く、何かを始める。どんなにささやかな予定でも、暗闇に小さな光を見つけたように目線
は少し未来へ向かいます。一年先は、まだ分かりませんが光があれば、必ず前へ進んで行ける気が
しています。常に希望を持ちたいと思っています。
本日は、メークアップについて少し触れたいと思います。ロータリアンがロータリーから得られるも
のは大きい一方、会員はそれぞれの責務を果たすことが求められています。こうした責務の中心は、会員が例会及びロー
タリー活動に積極的に参加することです。
毎週のクラブ例会は、親睦を深め、各自の専門分野や職業の知識を分かち合いながら、互いに成長し合うことのできる場
所です。自分の所属クラブの例会に欠席した場合は、それを補うため、世界中に存在する他のクラブの例会に出席をしてメー
クアップをし、ロータリーの輪をさらに広げ、多くの友人と出会うチャンスに恵まれます。
2019 年の規定審議会前は、クラブ会員は年度の各半期間において、例会の 60％に出席もしくはメークアップすることが
義務づけられています。例会を欠席した場合、その例会の前後 14 日以内にメークアップをしなければなりませんでした。私は、
今もこれがロータリアンの基本だと思っています。
2019 年の規定審議会制定案「欠席のメークアップに関する規定を改正する件」より、メークアップが（同年度以内・そ
の年度以内にメークアップ）と大幅に緩和されました。この改正後、時の諸岡ガバナーが「例会出席義務を大切にしてきた
日本人のロータリーの伝統が大きく揺らぐことが予想されます。これを無防備に取り入れることは、クラブに大きなひび割
れを生ずることになりかねません。当地区において、無用の混乱を排除する目的で、例会出席のカウントについて暫定取扱
いの考え方と手順を示し、これを推奨する。」と指摘されました。
その後、コロナ禍になり、メークアップをすることすら、ままならなくなってしまいましたが、コロナが明けたら、私は例
会の前後 14 日以内にメークアップを基本にしたいなと考えています。
以上で、本日の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
■ 四つのテスト / 野口正夫 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
・2023-24RID2790 幹事長（千葉若潮 RC）大木英之 様
・2023-24RID2790 副幹事長（千葉若潮 RC）清水 隆 様
■ ご挨拶 大木英之 様
皆さま、こんにちは。23-24 年度地区幹事長を務める予定の大木でございます。ロータリー歴は 14 年、職
業は市川で社会保険労務士をしております。清水副幹事長と共に、挨拶とお願いに参りました。2023-24 年度、
当クラブより鵜沢和弘ガバナーが就任します。ホストクラブとして準備を進めておりますが、32 名の会員だ
けでは地区の役職や行事を務めることは難しく、第 3 グループはじめ何よりも親クラブであります千葉西さんのご協力を頂
きたくお願いに参りました。23-24 年度地区幹事に 1 名ご就任頂き、地区運営のお力添えをお願いしたいと思っております。
正式な就任は 23 年度ですが、本年 9 月のガバナー補佐会議から会議が進行する関係上、7 月の幹事会までに地区幹事候
補者を擁立頂きますようお願いします。私は今年 50 歳ですが、ひよっこの立場であります。共に体を動かし勉強する方を
お願いします。今野会長の今年度テーマであります「豊かな心をも持とう！今こそ【絆】」は頼りない子クラブへの親クラブ
の愛情溢れるテーマと感じております。何卒よろしくお願い申し上げます。
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■ マルチプル・ポールハリスフェローの表彰
・藤崎泰裕 会員（第 5 回目）
・花光和久 会員（第 6 回目）
■ 同好会協力金の贈呈
・野球同好会 宮川忠士 監督
皆さんこんにちは。若潮さん、
頑張ってください。野球リーグ
からは休会されておりますが、
鵜沢ガバナー輩出という事で
我々も出来ることがあればと
思います。さて今月 16 日から
地区野球リーグが始まります。頑張りたいと思います。宜しくお願いします。
・WRG ゴルフ同好会 山本康昭 会長
名前だけの会長で恥ずかしいのですが、明日、大会があります。
楽しみですが高スコアというよりは最後まで歩けるかが心配の 78
歳になりました。カートに助けられながら最後まで回れることを祈っ
ています。ありがとうございました。
■ 幹事報告
クラブから毎週のように情報が発信されていると思います。おさら
い程度に見直してください。
・5/14（土）9:30 JR 稲毛駅前ふれあい花壇植替え
・5/15（日）16（月）親睦旅行 茂原獅子吼園〜鴨川館〜横濱
中華街
・いのちの電話チャリティーコンサート協賛広告募集中
コロナはまた新しい種類が出てきたようです。感染スピードが速く、
3 回目ワクチンを打っていれば安心との事ではありますが、十分に気をつけてお過
ごしください。
年初に告知させて頂きました、突然指名の「四つのテスト」を行いたいと思います。食事の最中にお願いする予定です。ご
理解ご協力をお願い致します。
■ 委員会報告
・野球同好会 2022-23 シーズン開幕
4 月 16 日（土）10:30 集合 こてはし球場にて開幕式並びに初戦がございます。初戦は成田コスモポリタ
ン RC と試合を行います。お時間のある方、春の陽気に誘われて是非応援をお願いします。私、14 年前は
1 番ショートでレギュラーでしたが、現在はベンチの隅の方で野次を送る立場になりました。それでもチーム
の一員として頑張りたいと思います。宜しくお願いします。
・第 83 回 WRG 大会
みなさんこんにちは。若潮さん、本日はありがとうございました。明日、東千葉カントリークラブの東コース、
難しい方で開催します。前回優勝者の川城さんがコースをセレクトしました。違うところにするのかと思った
ら自分のコース、ホームグラウンドを選択しました（笑）WRG 現在のメンバーは 25 名ほどです。今回は
18 名 5 組、今では 6 組でも足りないほどになりました 10 年前は 3 組組むのが大変でしたが、たくさんの
方にご登録頂きありがとうございます。楽しくプレーしたいと思います。宜しくお願いします。
・親睦活動委員会
千葉若潮さん、ようこそおいでくださいました。次週例会は 23 日（土）夜に振替、
千葉港ペントハウスにて春宵「絆」例会と題し開催致します。今年度はなかなか
親睦の交流を深める場所が無かったので、ゆっくり皆で美味しい食事を食べなが
ら、気分を変えて交流をしたいと思います。宜しくお願いします。
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■ 新入会員卓話 嶋田 悠 会員
２０２０年 7 月に入会をさせていただきました、嶋田悠と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。入会に至るまでご尽力をいただきました川城さ
んをはじめ、今日まで支えていただきました皆様に感謝申し上げます。千
葉西ロータリークラブの大先輩を前に甚だ若輩ではございますが、このよ
うな機会をいただいたことに感謝し、精一杯お話させていただきます。
まず生い立ちでございますが、1983 年（昭和 58 年）5 月 2 日に茨城
県結城市に生まれました。この結城市は茨城県の西部、栃木県との県境に位置し、東は筑
波山、北は日光連山を見る関東平野の真ん中にあります。名産といえば絹織物の結城紬、
白菜や梨といった野菜やフルーツを多く生産しています。
父・母・姉・弟との 5 人家族で 18 歳までを過ごし、高校を卒業後京都にある立命館大
学へ入学いたしました。無事大学を卒業した後は、現在の勤務先である明治安田生命に入
社いたしました。
４歳から水泳を始め、小学校 3 年生からは学童野球、中学校から大学まではソフトテニ
スをして参りました。
幼いころからスポーツに触れていたので、現在はジャンルを問わずスポーツ観戦を趣味
としています。他にはゴルフと麻雀を趣味にしています。
２０１７年１月に結婚をし、４歳となる娘がおります。
私の勤めております、「明治安田生命」について紹介させていただきます。創業は 1881
年（明治 14 年）7 月 9 日です。支社は 105 拠点、営業所は 1047 拠点と全国に配置され
ており、全国のお客様にお世話になっております。
当社は近年２つのプロジェクトを中心に運営されております。一つは「お客さまや地域の
みなさまの健康づくりをサポートする活動」の『みんなの健活プロジェクト』です。ご加入
者に健康や病気のリスクをお知らせするサービスや、健康増進に取り組むイベントを実施し
ています。もう一つは「地域のみなさまが安心してつながる機会をサポートする活動」の『地
元の元気プロジェクト』です。地元自治体との包括連携協定を行い、道の駅やお祭り等に
協賛しています。
具体的な取り組みとして、J リーグや日本女子プロゴルフ協会への協賛を実施しています。
現在私は稲毛営業所の営業所長という職務に従事しておりますが、こちらには営業職員
３０名、事務職員 2 名の体制で業務を行っております。生命保険や損害保険の販売、アフター
フォローが主な業務です。具体的には営業職員へのサポート、マネジメントが主な業務で
あり、ほぼ一日中誰かと話し打ち合わせをすることで時間が過ぎていきます。
ここで 1 点 PR がございます。近年国は企業・団体における「治療と仕事の両立」に対
するリスクマネジメントに注目しています。それを受けて当社でも企業・団体向けに「健康
経営」および「団体がん保障保険」のご案内に力を入れております。
このような場所でお話するのはふさわしくないかもしれませんが、皆様にお役に立てる
ようなお話もできると思いますので、お話をさせていただけるチャンスをいただければ幸
いです。
最後になりますが、千葉西ロータリークラブに入会させていただき、改めて皆様との交
流やロータリーについて勉強させていただきたいと思います。若輩者でございますが、皆
様からご指導いただきたくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。
■ 新入会員卓話 中村武弘 会員
みなさま、こんにちは。本日は私のような若輩者に卓話の機会をくださり、ありがとうご
ざいます。みなさまにとって有益なお話はとてもできそうにありませんが、お付き合いいた
だければと思います。自己紹介をさせていただきますと第一パーティサービス株式会社というケータリング
会社を経営しております。イベント・パーティーと人が多く集まるところで飲食を提供することを中心に営業
しておりましたが、このコロナ騒動でほぼ仕事はゼロとなってしまいました。この業界は受ける影響がいち
早く、回復が一番遅いです。そこで縁があって富士見町のラーメン屋の営業権を譲り受け、1 年半営業しま
したが、3 ／ 26 から「キッチンたかのは」という和食を中心とした居酒屋に業態変更をして営業しております。
テーブル 4 人席１卓とカウンター 6 席ほどの小さな店ですので、ご来店の際はご一報いただけると嬉しい限
りです。さて新入会員卓話ということで入会のきっかけからお話しさせていただくと、入会は 2019 年 12 月
で紹介者は長坂さんでした。長坂さんとは商工会議所の青年部で一緒に活動させていただいておりまして、非常に尊敬でき
る先輩からお誘いをいただきましたので、入会を決意いたしました。しかし入会直後コロナ騒動で休会、再開を繰り返しな
がら、最近ようやくみなさまのお顔を拝見して名前が一致するようになりましたので、今まで以上にみなさまとコミュニケー
ションが取れればと考えております。さてロータリークラブの最大の理念の奉仕活動ですが、奉仕の意味を調べてみると無
償の愛、見返りを求めない行動となっております。経済的にも体力的にも能力が高い（強い）人が自分よりも低い（弱い）
人に与える無償の愛と理解しております。自分は後者のほうですので、できることが限られておりますが、その中でも何か
社会にお役に立てることを探し、行動に移していきたいと思います。そう考えたとき、自分の生業を通じ貢献することが一
番の近道かと思います。飲食業なので無償というわけにはいきませんが、何かお役に立てれば幸いです。それから入会し
てとてもうれしかったのは 36 年ぶりに野球に携われたことです。小学生のころは野球一筋で中学に入っても続けましたが、
当時部員が多く、まともに練習することもできなかったため諦めてしまい、高校では選択しませんでした。今回野球部に入り、
打てない守れないポンコツですが、使っていただける宮川監督には非常に感謝しております。
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今週の開幕ということで、来年度は桜井委員長の下、親睦活動委員会副委員長のお役をいただけるとのことなので、精一
杯努めますのでご指導のほどお願い申し上げ、まとまりませんが卓話とさせていただきます。

김혜원（金慧媛）米山奨学生
ロータリーの友 4 月号
留学で得た「私の大切な学び」
掲載！

ニコニコ BOX
・千葉若潮 RC 様…本日はありがとうございました。鵜沢ガバナー年度へのご支援を宜しくお願いします。
・並木…楽しく参りましょう。
・山本…明日のゴルフ会、楽しめますように！
・宮川…全ての野球がスタートします。また今年も野球漬けです。
久しぶりにドーム観戦しサヨナラホームランを見ました。
滅多にない感激で―――す。木村龍さん、ありがとう。
・今野…嶋田会員、中村会員、新入会員卓話お疲れさまでした。
・須藤…明日、ガンバロー（WRG）
・友田…平素より千葉いのちの電話への支援に対し深く感謝申し上げます。
・小松…桜吹雪、なごりの花ビラが地面を走って、もう初夏ですネ！
・中村…本日卓話お付き合い頂きありがとうございました。
・嶋田…本日は卓話をお聞きいただきありがとうございました。
・武田…眩しくなりすぎました。皆さま、体調に留意してください。
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■ 次週プログラム
4月19日（火）⇒23日（土）振替
親睦活動委員会主催
春宵「絆」例会

18:00点鐘 ペントハウス（千葉港）
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