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新年度を祝って吉田直前会長の発声で乾杯！

会長緊張の一瞬

言行はこれに照らしてから

武田 康 会員
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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森島ガバナー補佐はじめ大勢のお客様が見えました。
ＲＩ第 2790 地区第 3 分区Ａガバナー補佐
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皆さん、こんばんは
本日はたくさんのお客様におこしいだきまして誠
にありがとうございます。
「千葉東ロータリークラブ」2014 年－2015 年度の
会長を務めさせていただきます、辻修でございます。
私は 2006 年 8 月に入会させていただき、約８年目
です。何分、経験も浅く力不足ですので、皆様のご
指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
簡単に自己紹介をさせていただきます。職業分類
は旅行業です。
出身は和歌山県。大学卒業後、大手旅行会社で海

外添乗員として約 2000 日、約 60 か国へ渡航しまし
た。1999 年に幕張のベンチャーサポートセンターの
支援を得て、起業独立しました。仕事内容は海外旅
行の企画手配添乗を中心に、他の旅行会社のホーム
ページ制作等の旅行業のサポート業務を行ってお
ります。また千葉県旅行業協会の理事、全国旅行業
協会の研修講師を務めさせていただいております。
仕事柄、出張で留守になることが多いのですが、
今年度の月曜日は、極力出張のないよう調整してお
ります。先月は、オーストラリア、シドニーでのロ
ータリー世界大会にも初めて参加させていただき
ました。
さて、今年度の RI のテーマは「Light Up Rotary」
日本語訳「ロータリーに輝きを」であります。また、
２７９０地区のテーマは「原点回帰を目指して」で
あります。当クラブとしましても、宇佐美ガバナー
のもと、ＲＩのテーマおよび地区のテーマを基本と
して活動を行ってまいる所存でございます。
1991 年 1 月 21 日に創立し、多くの諸先輩方が歴史
を築き上げてきました、当クラブは次年度、武田年
度に、
「四半世紀」創立 25 周年を迎えます。今年度
中に記念式典の準備を進めてまいります。創立 25
周年の記念式典には本日おこしいただきましたお
客様にも是非ご出席いただけるようお願いしたい
と思っております。
なお、今年度のクラブの活動は、委員会活動を重
視して行っていきたいと思っております。「活動方
針」の具体的な内容は来週の例会にて発表させてい
ただきます。
本日は、たくさんのお客様におこしいただいてい
ます。時間の許す限り、ご挨拶を賜りたくお願い致
します。
最後に、会員およびご家族のご健勝を祈念し、ま
た月曜日の夜は今年度も元気で楽しい充実した「例
会」を過ごせるよう、皆様にご協力をお願いし、会
長挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
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の星会長と幕張の宮本会長とは一昨年の同期幹事
で、本当に(良いこと？)×(良いこと？)×(良いこ
と？) を教えていただきありがとうございました。
我がクラブの先輩たちから、今年は幕張ＲＣから
宇佐見ガバナー、新千葉ＲＣから森島ガバナー補佐
が輩出されるのでお前が幹事をやるしかないとの
命が下り今年も幹事をやることになりました。分区
内ではいろいろとご協力させていただきたいと思
います。よろしくお願いいたします。
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私は入会 6 年目であります。一昨年も幹事をして
おりまして、昨年度は直前幹事兼副幹事、ことしが
また幹事ということで。
実は今日ここにおいでになっておられます新千葉

紹介者の高柳ＰＰ

直樹

鷹谷さんは都賀で税理士をされております。こと
あるごとにロータリーに入会を勧めていましたが、
千葉東にぜひ入会したい？との事で入会の運びと
なりました。これから宜しくお願いいたします。

けでおいしいところは全部吉田さんが持って行っ
たような図式があったかと思われます。
新千葉ＲＣとしては今年度森島ＡＧを輩出させて
いただいた関係で多々お世話になることがあろう
かと思いますが、その中でＩＭ，分区ゴルフを設営
させていただきますが、皆様のご参加なくしては成
り立ちません。一人でも多くのご参加を賜りまして
今年 1 年分区を盛り上げるお手伝いをさせていただ
きます。よろしくお願いいたします。
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ご覧の通りの若輩者ですが、皆さんのお力をお借
りして、新千葉のメンバーとともに 1 年間楽しく過
ごしてまいりたいと思います。
今年のＲＩのテーマは「ロータリーに輝きを」で
す。千葉東ＲＣが 1 年間とても輝いて、そしてメン
バーの皆様の 1 年間のご健勝を祈念いたしましてご
あいさつとさせていただきます。
1 年間宜しくお願いいたします。
新千葉ＲＣ
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先週分区内の各クラブを訪問いたしましたが、
どこへ行っても辻会長と一緒でした。ホッコリと
したお人柄に感銘を受けておりました。
先ほど吉田幹事が、幕張の宮本会長と私に教えら
れてと申しておりましたが、私どもは設営をしただ

辻会長、吉田幹事初例会おめでとうございます。
お二人の和やかさ、ひたむきさはますますこのクラ
ブを発展に導かれると確信しております。
私は 77 歳ですが、この話を千葉北でしましたら、
そのあと登壇された千葉南の竹尾会長が「私も喜寿
なんですよ。私は 2 月生まれですがあなたは？」と、
いうので「5 月です」と言ったら「私のほうが兄貴
だ！」と、おっしゃいましたので 4 日に南の初例会
に参上してまいりました。
東クラブは 1991 年大塚惠章特別代表の下、千葉西
ＲＣの２番目の子クラブとして誕生して以来着実
に成長され立派なクラブになっております。今後も
よろしくお願いいたすと共に、新会長。幹事さんの
下ますます発展されますよう祈念いたしまして私
のあいさつとさせていただきます。
千葉幕張ＲＣ
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辻会長、吉田幹事初例会おめでとうございます。
このところ何回か辻会長さんにお目にかかり真面
目な、味のあるところは私と似ているかなと思って
おります(笑)今年度幕張ＲＣは宇佐見ガバナーを
輩出しております。皆様には多々お願いすることも
あると思いますのでよろしくお願いいたします。
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辻会長、吉田幹事おめでとうございます。先週か
ら一緒の顔ぶれで何か親しく感じております。
我がクラブも先週初例会でしたが、隣の小さな会
場でちょっと差をつけられた感じがいたします。
若潮ＲＣも１６年目に入りまして、やらなければ
ならないこと、やるべきことをさがしながら、１年
間近隣のクラブの皆様のお力をお借りして少しで
も成長しなければならないと思っております。
１年間宜しくお願いいたします。
千葉北ＲＣ
会長
和田 治文 様

辻会長、吉田幹事新年度スタートおめでとうござ
います。また、先週は私どもの例会に辻会長、山本
パスト会長がおいでいただきありがとうございま
した。
私どもの千葉北ＲＣは平成１０年１月に千葉東Ｒ
Ｃを親クラブとして誕生したと聞いております。
一時４０名ほどいた会員は、今年度のスタートは
２３名です。３分区Ａ・Ｂで最も小さいクラブとし
ていろいろな面で大変な苦労をしております。しか
し、明るい部分では６１歳以下の比率が６０％と将
来的には発展の可能性のあるクラブではないかと
思っております。
私は５年前に幹事を経験いたしましたが、同期の
幹事仲間は個性豊かな方がそろっていて、そのメン
バーと２か月に一度幹事ＯＢ会を開いております。
その仲間のおかげで私も最近ロータリーライフを
楽しめるようになりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
創立：1991 年 1 月 21 日
認証：1991 年 3 月

6日

例会場：ホテルニューオータニ幕張
点鐘：毎月曜日 18：30

ガバナー補佐
森島 弘道 様
辻会長、吉田幹事、新年度のスタートおめでと
うございます。
1 年間どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
新千葉ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事、新年度おめでとうございま
す。1 年間、よろしくお願い致します。
千葉西ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事、初年度の船出を祝し、益々
のご発展を祈念いたします。
千葉幕張ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事一年間ガンバッテください。
千葉若潮千葉西ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事、一年間宜しくお願いします。
千葉北ロータリークラブ
辻会長、吉田幹事、2014-15 年度スタート例会
の開催おめでとうございます。
分区は異なりますが、千葉北 RC へのご支援よ
ろしくお願い致します。
辻 会長
1 年間宜しくお願い致します。
宍倉会員
辻年度の船出を心より祝します。
吉田（宏）会員
辻会長、吉田朋令幹事、一年間頑張って下さい。
期待しています。
加々井会員 ・・・・・・・
李 会員
辻会長、吉田幹事 おめでとうございます。
髙山会員
森島ガバナー補佐はじめ、皆様ようこそ！！！
千葉東 RC へ。どうぞ楽しんでお帰り下さい。
辻会長、吉田幹事一年間頑張って下さい。
初山会員
辻会長、吉田幹事様一年間健康に気をつけ東ク
ラブの為、ご指導下さい。又、本日は 75 歳の
祝いありがとうございます。
高 会員
辻会長、吉田幹事、本年度頑張って下さい。
飯田会員
新会長の辻さん、がんばってください。
私達皆んな協力しますので安心して下さい。
吉田幹事
これから１年間よろしくお願い申し上げます。
計１２４，０００
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