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神田 憲雄 会長 

 

こんばんは、本年度の例会も今日と次週の２回と

なりました。本日お越しの宇佐見ガバナー補佐には

この一年大変お世話に成り厚くお礼を申し上げま

す。またガバナー補佐の大役お疲れ様でした。これ

からも宜しくお願いを申し上げます。先週火曜日か

ら２泊３日で韓国へ行ってきました。姉妹クラブナ

ムソル RC 金会長とお会いして千葉市長 消防局長 

団長からの東日本大震災義捐金の感謝状をお渡し

しました。千葉市のために役に立てて良かったです

と喜んでいらっしゃいました。また次回の公式訪問

時には是非千葉市長に表敬訪問させて頂きますと

の事です。 

 
吉田 宏一 幹事 

 

皆さんこんばんは！それでは幹事報告をさせてい

ただきます。本日は１点のみでございます。 

 本来ならば、野嶋直前幹事からご案内すること

ですが、次週６月２０日の会長幹事事務局の慰

労激励会は、会場の都合上、お客様は、西クラ

ブの会長・幹事と千葉若潮クラブの会長・幹事

に限らせていただきます。と共にお食事の都合

上、会員の皆様の出席も明確にしていただきた

いとの事です。何卒宜しくお願い致します。



ガバナー補佐挨拶 

任期を終えるにあたりご挨拶 
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千葉東口一夕リークラブの皆様、お久しぶりです。 

今年度、ガバナー補佐としで、Ｒ情報、分区ゴル

ブ、ｌＭ、と分区行事を開催するにあたり、神田会

長及び千葉東クラブ会員皆様には格段の御支援を、

吉田幹事様には細部にわたりご配慮を頂き感謝申

し上げます。 

地区大会は、遠方での開催にもかかわらず多くの

皆様にご参加を賜り、織田ガバナーよりくれぐれも

御礼申し上げるよう言付かって参りました。本当に

ありがとう御座いました。 

そして何とか無事任期を終えようとしていた3月

11 日。私たちはかつて、経験したことの無い大震

災に見舞われました。しかし千葉東クラブの皆様方

はいち早く御協議なされ、姉妹クラブからの義捐金

１１０万円を千葉市へ支援された由との御報告を

戴いております。 

2790 地区のリーダークラブとして千葉東クラブ

の行動が道標となり、他のどの分区より大きな流れ

を作り出せました。改めてガバナー補佐の立場から

御礼申し上げます。 

最後に先々週に開催されました私ども幕張ＲＣ

主催のアートフレンズ展には分区 A の仲間として

の協賛を頂戴致し、高い席からでありますが田澤会

長に代わり御礼申しあげます。ありがとうございま

した。 

さて今少し時間があるとのことで“切り火”のお

話でもさせて頂きます。時代劇で亭主が出かける際、

女房が火打石でカンカンと火花を散らすおなじみ

のシーンです。この火打ち石によって起こされた火

花は生まれたての「きれいな」火花であるため「厄」

を打ち払う効果があるとされており、一家の主が出

かける前にその安全を祈願し、あるいは帰宅時に外

での「厄」を払う為に玄関先で切り火を打つ習慣が

生まれたとか、この習慣は明治に入りマッチの急速

な普及で売り上げが落ち始めた火打ち石の業者が

宣伝用に時代劇に使ってもらったものとのことで

す。他にも万歳三唱は明治 22 年の大日本帝国憲法

発布に伴い広まったものや一本締め、三本締めなど

の手締めも明治に入ってから広まったようです。 

ところで千葉締めといわれる千葉独特の手締め

をご存知ですか。 

それはシャン、シャン、シャン   シャシヤ、

シャン、シャン、 シャンです。 

一年間、お世話になりました。そしてありがとう

ございました。 

 

 
☆岩田 和榮 奉仕プロジェクト委員長 

 

早いもので 1 年経ってしまいました。ＣＬＰ導入

に伴っての奉仕プロジェクト委員会というものが



良く理解できないまま経ってしまったような気が

します。ＣＬＰ導入前にセミナーがありましたが、

増強の話ばかりで肝心の私のほうの委員会につい

ての話はあまり無かったような気がします。私なり

の理解ですと、外部に対しての奉仕活動の連携、調

整、協議、協調を執り行う部門ではないかと思いま

す。今年は各委員長が優秀で頑張っていただきまし

たので何とか過ごせました。目立った動きとしては

駅前の花壇のてこ入れ、多少見栄えも良くなりまし

た。それとマリンロードのポイ捨て禁止の看板。設

置して 15 年ほど経過し、老朽化しており役目も終

わったかとの事で撤去いたしました。すっきりいた

しました。ゴミ捨ても少なくなり役目を果たしたの

ではないかと思います。ほとんど活動の無かった委

員会もありましたが、次年度へ向けての廃止、統合

も考えなくてはならないかと思います。いずれにし

ても来年度も、もう 1年やることになっております

ので今年度を糧にして何か残そうかと思っており

ます。 

☆茂手木 直忠 職業奉仕委員長 

 

職業奉仕委員長ということでしたが、たいした自

覚も無く、何もしないでもいいから理事をやってく

れということで結果的には何もしていないような

気がします。四つのテストは 1回くらいやったよう

な気もしますが、一回も回ってこないような気がし

ます。昨年６月に議長に就任したので何もできませ

んでした。１年を振り返るとこんなところです。 

 

☆千田 直樹 社会奉仕委員長 

 

先ずこの１年間皆様のご協力ありがとうござい

ました。 

結論から言うと、今年はいろいろプログラムを立

てましたが、思うように行きませんでした。一番の

プログラムである恩寵園とのバスハイクも３月の

東日本大震災の影響で中止となり、非常に残念でし

た。次年度もう一度チャンスを頂いたので今年でき

なかったことを是非やりたいと思っております。 

千葉駅前の花壇についてはＪＲ千葉駅の大改修

が始まり存続できるかどうか心配されましたが、駅

長さんに確認したところまだ大丈夫だということ

で次年度も引き続き花壇の整備については行いた

いと思いますので、宜しくお願いいたします。ただ

問題は心無い人たちがいて、いす代わりに座るので

設置した柵もあまり効果が無いようで何か対策を

皆さんで考えていただきたいと思っています。 

又、社会奉仕活動として私も東日本大震災の被災

地へ行ってきました。あまりテレビ等では出ないよ

うな仕事をしてきましたが、聞きしに勝る状態でし

た。そのような中で本当の社会奉仕とはと、考えさ

せられました。 

今年１年の活動としては、何か消化不良のような

気がしましたので次年度は１年間を振り返ったと

きに満足できるような活動をしてゆきたいと思い

ます。１年間ご協力ありがとうございました。 

 

 



☆辻 修 国際交流委員長 

 

国際交流委員会としましては例年通り６月２８日

に五福ＲＣ会長交代式に参加。１０月には当クラブ

創立２０周年式典参加のお願いを、五福ＲＣとナム

ソルＲＣに行ってまいりました。その結果五福から

は２０名近く、ナムソルからも１０名近くの参加が

あり、式典終了後翌日には３クラブ合同で恩寵園訪

問後、１泊の親睦旅行を行いました。１年間ありが

とうございました。 

☆ 曽我 浩 米山記念奨学会委員長 

 

委員長になったときパストガバナーに「留学生と

の交流があまり無い。」と言ったらそのパストガバ

ナーは「若者は過去を振り返らない。」と、言いま

した。若者に対して短期的な成果を期待するのはい

かがなものかと言うことらしいです。しかし、今回

の地震では１５年前の韓国からの留学生が１００

万円送ってくれたと言うことです。我々の努力と言

うのはすぐ効果が見えなくてもいつかあるだろう

でよいのかもしれません。７月には中国からの留学

生がチャリティコンサートをするということです。

来年やる方はこのような考えで望むと良いでしょ

う。全然１年を振り返るにはなりませんでしたが、

申し訳ありません。 

 

 
ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ

 

田 会員 神田会長、吉田幹事一年間おつかれさ

      ャンティーナ前売券購入

武田 会員 吉田

飯田 会員 

バナー補佐、一年間ご苦労様

岩田 会員 ちました。 

した。 

０円 

累 計 ￥１，１

原

までした。 

※シェルキ

よろしくお願い申し上げます。 

宇佐見ガバナー補佐、神田会長、

幹事一年間お疲れ様でした。 

・・・ 

佐藤 会員 ・・・ 

高山 会員 宇佐見ガ

でした。来年も引き続きご支援お願い

します。 

ゴルフ、勝

山本 会員  会長エレクトになりま

計 ３２，００

７２，９８０円 
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