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CURRENT TOPICS 〜佐野昭雄ガバナー補佐表敬訪問
このたび織田ガバナーのもとで
第 5 分区のガバナー補佐に就任す
ることとなりました。皆様の暖か
いご支援そしてご指導を賜りな
がら、この 1 年間精進を積んでま
いる所存でこざいます。どうか宜
しくお願い申し上げます。ロータ
リーの危機が叫ばれて久しいと
言われております。確かに第 5 分区も景気低迷のなか高齢化過疎化等が進ん
でおります。こうした状況下であるからこそ奉仕の理想を掲げたロータリー
活動に意義を見出せるのではないでしょうか。今年度ガバナーは職業奉仕委
員会を最枢要委員会と位置づけております。RI のテーマ 地域を育み、大陸
をつなぐ

と共に、織田ガバナーの掲げる地区テーマ スタイルを磨こう

を基軸として、各クラブの自治を尊重しつつ、職業奉仕の理念を高揚させる
活動が出来たら良いのではないかと思っております。同時にロータリーの四
つのテストに掲げる 好意と友情を深めるか

を思い起こし、楽しいロータ

リー活動が出来るよう頑張ってまいりたいと考えております。大変未熟な私
ではございますが、この 1 年間最善を尽くしてまいる所存でおります。皆様
の暖かいご支援を重ねてお願い申し上げます。

■７月９日（金）のプログラム
・ガバナー補佐表敬訪問
・クラブ協議会活動計画発表

会長挨拶

関一憲会長

本日の朝は、私の住む大多喜町はまさにゲリラ豪雨
という状況でした。勝浦市はいかがだったでしょう？

■ ７月 16 日（金）のプログラム
・クラブ協議会活動計画発表

ガバナー補佐の訪問ということで、天候を心配いた
しましたが、皆様の日ごろの行いがよいのでしょう、
雨も上がりホッとしております。週報も新しいバー

■ ７〜８月の例会プログラム
７月
23 日（金）新旧役員歓送迎会
《18:30〜ブルーベリーヒル勝浦》

30 日（金）浜口優芽様 帰国報告
８月
6 日（金）会員増強
13 日（金） 休会
20 日（金）ゲスト卓話

ジョンになりました。そして、4 つのテストも皆さん
と斉唱いたしました。いろいろなことが新しくなってきて、とても新鮮な
空気を感じます。本日も、楽しく、そして実のある例会にしていきたいと
思います。よろしくお願いいたします。

幹事報告

中村満幹事

① 地区大会記念・親善チャリティーゴルフ大会のご案内
日時：平成 22 年 10 月４日(金)【登録は 8 月 31 日迄、先着 250 名】
②クラブフォーラム・訪問日決定のお知らせ：2010 年 11 月 12 日
③地区財団セミナーが８月８日（日）に開催【締切りは７月 30 日まで】

事務局：勝浦市墨名 601‑13 ㈲ナカムラ防災内

TEL:0470‑73‑0119

FAX:0470‑73‑0141

例会場：東急ハーベスト勝浦 毎週金曜日 12:30‑13:30

TEL:0470‑76‑0109

FAX:0470‑76‑0109

Mail:katsuura‑rotary@mbm.ocn.ne.jp

幹事報告のつづき

自主申告

関正夫 君

④ロータリー米山記念奨学会より

関一憲会長の記念すべき第一回の例会

2010−11 年度上期寄付金のお知らせ

に欠席いたしました。ただユーラシア

⑤7 月 11 日 13 時〜塩田会員の告別式

大陸の端のほうに出かけていたので、

多くの会員のお焼香をお願いいたします。

これは、RI の今年のテーマ「大陸を繋ぐ」というものに
沿った行動をしたと思っております。四川の田舎に行った

委員会報告

のですが、人もいない、いるのはヤクくらいですが、携帯

国際奉仕委員会（村石委員長）
今年も青少年交換候補生を募集
したいと思います。会員のご子
弟,お知り合い,関係者の中から
ぜひエントリーして下さい。
社会奉仕委員会（釜田担当理事）
17 日（土）のクリーンキャンペ
ーンは MU 対象事業です。でき
るだけ多くの方の参加をお願い
します。7 時 40 分現地集合です。
雨天の際は合羽等用意下さい。
ガバナー補佐氏名委員会
（渡辺幸男委員長）2011‑12 年
度 第 5 分区のガバナー補佐を勝
浦より推薦することとなり、6 月
11 日に指名委員会が発足され、
6 月 23 日に指名委員会を開催。十分に討論した結果、
釜田英之さんを推薦することに決まり、7 月 2 日の理
事会において、全員一致で承認を頂きました。

電話が通じる事にびっくりしました。関会長から電話があ
りまして、どこにいるのか伝えなかったので、多分通話料
の請求がたくさんくると思います。その時はニコニコに入
れますのでよろしくお願いします。

自主申告

水野敬泰 君

館山からわざわざ佐野さんが塩田先生
のお通夜に駆けつけてくれたとお話を
聞き、何て私は不孝者だろうと。実はその日体調を崩して
行くことができませんでした。次の日には体調が戻りまし
たので、８時 20 分の火葬に伺い、最後のお別れをし、収
骨という場に立ち合わせていただきました。大変に良い最
後のお別れをすることができました。

自主申告

渡辺幸男 君

まず先程申し上げました次年度の第五分
区のガバナー補佐を釜田さんが快く引き
受けていただきまして本当にありがとう
ございました。何せ６年に一度のことなので、ガバナー補
佐を快く受けてくださる方が他にもいらっしゃるよう
な気がして．
．
。その方には今回この席からお詫び申し上げ
ます。ありがとうございます。

ニコニコ BOX 親睦活動委員会（中村昇委員長）

自主申告

ニコニコ BOX７位

６月の末に川津の津慶寺に、150 年前に

林重利 君
おめでとうございます

中村昇 君

沈んだ官軍の末裔にあたる人が熊本から
13 名訪れました。熊本県の菊陽町という

先日の夜間例会を欠席し
てしまいましたが、その分特別なもの
をいただき、ありがとうございます。

自主申告

高梨薫敏 君

鉄砲隊が住んでいた地区の人達で、官軍が函館に行く時に
５名が派遣されたそうです。その内３名は遭難で亡くなっ
たものの、幸運にも２人助かって故郷に帰り、川津の奥さ
ん方に介抱されて生きながらえたという話を伝えたそう

どうも昨年一年間お世話になりました。

です。そしてその地区から関係者 13 名が訪れ、私も同行

今そこの席に座っていると、昼飯は美味

してお寺で供養し官軍塚に行ってお線香を上げて拝んで

しいし、コーヒーもゆっくり飲めるし、

参りました。150 年前なんて、遠い昔のことのようですが、

これからはロータリーを楽しめるな、と

そのひと時は、ついこの前のような感じを受け、歴史を大

思いました。ありがとうございました。

事にしなければ・・・そんな思いで帰ってまいりました。

クラブ会報委員会：週報についてのご意見、原稿・写真データをお寄せください。
Mail：hiroko-w@hitz-totalsystem.com Fax：0470-73-0759

今年も血液型検査を・・・

勝浦市内の新入学児童に血液型検査カードを手渡す!!

お礼のことば（松本昭男教育長）
関一憲会長から、勝浦市教育委員会 松本教育長へ

今年度も新入学児童の血液型検査を実施していただ
き、ありがとうございます。毎年無償で実施してくだ

さること、また、特段ご配慮をくださった塩田先生に

は、心より深く感謝申し上げます。塩田先生の志しは、
学校の子供たちに再度伝えたいと思いますし、検査に

ついては、その志しが生きるように有効に活用してい
きたいと思います。本当にありがとうございました。

謹んで︑故塩田敬司先生の
ご霊前に申し上げます︒
昨年の春ころ︑勝浦ロータ

病院の職員からは悲鳴が上がるほどの

苦難を乗り越えまして︑
﹁これは私の職

業奉仕の一環である﹂という信念で︑

毎年実行し︑本年で実に四十三年間の長

きに亘り実施されました︒ありがとうご

渡辺

リークラブの毎週の例会

表につきましては、来週まとめて報告いたします。マヌ君の帰国の記事も来週号でお知らせしたいと思います。

ざいました︒

吉野裕子

智

の折︑いつものように隣り

私どもは︑この塩田先生の崇高なる

田中

合わせの 席で食事中に私

ご意志を継ぎ︑先生の理想を我々の理想

水野久美子

に﹁実は癌だった﹂とお話

として︑さらに我がクラブの発展に力を

本吉幸子

がありました︒私はびっく

尽くす覚悟であります︒

高橋奈緒美

りいたしましたが︑先生の

塩田先生がこれまでに築かれた︑いろいろの業績と人を

斎藤麻美子

日 頃の 気 力と 十 分 な る養 生 で 必 ずや 再 起さ れる もの

して惹きつけて止まないお人柄は︑永く会員に記憶され︑

保

欠席者：浅野玄航

と信じておりました︒

塩田先生と共に活動できたことは︑我々にとって誇りであ

81.04%

しかし︑その後の病状は予想以上に重く︑とうとう

り︑一生の財産になるでしょう︒

８名

ご逝去されてしまうとは︑まさかと驚き︑本当であっ

ここに会員一同の代表として︑お別れのことばに代えさ

２名

てはほしくないと悲しむばかりでございます︒

せていただきます︒どうぞやすらかにお眠りください︒

33 名

思えば︑勝浦ロータリークラブが創立されたのは︑

塩田先生︑ありがとうございました︒さようなら︒

43 名

昭和三十八年四月︑１９６３年でしたが︑創立会員は

平成二十二年七月十七日・・・・・・・

出席率

今日では先生と私だけになりました︒

欠席

勝浦ロータリークラブ 小島幸雄

MU

先生は以来︑実に四十七年間︑毎週の例会には一日

出席

もかかさず皆出席でした︒そして︑四十二年には五代

会員

目の会長に就任︑職業倫理の高揚をモットーにいろい
ろの業績を遺されました︒
一例を挙げますと︑毎年︑市内学校児童全員の血液
型 検 査の カー ド を市の 教 育 委 員会を 通じ て 手渡し て
おります︒これは︑その当時︑交通事故が増発してお
りまして︑いざという時のために血液型の巡回検査を
始めました︒ 各学校に派遣する検査技師や看護婦の
やりくりが大変でしたが︑当時の父母の﹁いつまでも
続けて﹂の声に励まされ今日に至りました
初年度は幼稚園や保育園から小中学校の児童・生徒

（関祐介委員長）

辞

全員一万三千人で検査に約六ヶ月余り︒

７月９日（金）出席委員会

出席報告

弔

【天声ヒロ語】塩田先生のご冥福を心よりお祈りしつつ、7 月 11 日のご葬儀を載せさせていただきました。クラブ協議会活動計画の発

