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CURRENT TOPICS 『クリーンキャンペーン in 南房総』に参加!!
〜・〜 7 月 17 日(Sat)

会長挨拶

猛暑の中、お疲れ様でした 〜・〜

関一憲会長

7 月 11 日、創立会員である塩田会員の告別式に多くの会員の皆様にご参列い

■７月 16 日（金）のプログラム
・クラブ協議会活動計画発表
■ ７月 23 日（金）のプログラム
・ 夜間例会
（新旧役員歓送迎会）
■ 本日（７／30 ）のプログラム
・ 浜口優芽様 帰国報告
■ ８月の例会プログラム
6 日（金）会員増強
13 日（金） 休会
20 日（金）ゲスト卓話
27 日（金）ゲスト卓話

ただきました。会を代表して小島幸雄会員が弔辞を読まれました。とても心に
響く、優しさあふれる感動的なお話を聞くことが出来ました。勝浦ロータリー
クラブの創立会員は、小島会員だけになってしまいました。これからも会の中
心軸として、元気にそして、温かく私たちを見守ってください。
先日、地区社会奉仕セミナーに参加してきました。織田ガバナーはとても地
球環境のことを危惧されております。セミナーに参加させていただき、私が気
になったことは、人口爆発問題です。人類が誕生して 500 万年すぎ、やっと
10 億人になったのが、産業革命以降急に人口が増え、第二次世界大戦時 25 億
人、そして今現在推定 67 億人。このままでは 40 年後の 2050 年には 90 億人
を突破し、100 億人も超えるかもしれないと言われています。地球免疫論とい
うものがあり、地球のキャパシティは 80 億〜90 億人ほどだそうです。どのよ
うな世界になっていくのでしょうか？我々ロータリ
アンは世界中で大きな影響力を持っていると思います。
ロータリーだから出来ることもたくさんあるでしょう。
よりよい未来を創るためにロータリーはますます地球の
上で大きな力となると私は思いますが、皆さんはどのよ
うに考えますか？

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

配偶者誕生日

幹事報告
① 1999‑2000 年度ガバナー 北原敬市氏に弔電を送る
② ロータリー情報研究会開催の案内：９月 28 日
③ 14 日に館山で第 1 回幹事・会長・地区委員会合同会議
当クラブから幹事・会長・地区委員の千葉会員 3 名で出席

鈴木覺三郎 君

女房は 76 歳、今朝も二人で交わした会話は、｢元気か？｣｢は
い、あなたも元気ですか｣それがここ最近の日課になってい
ます。会長が、世界人口の増加についてお話していましたが、
日本の人口は常に減少の傾向です。
これから先、日本の将来のために、

④下記資料が届いています。
・ロータリー財団委員会より GSE チーム交換報告書

皆さん頑張ってください。

・鴨川 RC より本年度の活動計画書

自主申告

・財）ロータリー米山記念奨学会より

西川佳璋 君

先日、私のお寺に仏像彫刻、波の伊八等に大変造詣の深い橋

2010 年度上期普通寄付金のお願い

本さんという方がお見えになりました。私の家の本堂の御拝

委員会報告

……お寺には玄関にあたる階段があり、そこで参拝人が拝す

社会奉仕委員会（釜田英之担当理事）

ることから御拝とお呼びをします……ちょうど御拝の上の

明日クリーンキャンペーンがあります。これは MU 対象事

所に龍が飾ってあるのですが、その龍の彫師を調べたいと、

業になっておりますので、たくさんの参加をお願いします。

橋本さんご本人が梯子をかけて半紙をあてて、濃い鉛筆でな
すって拓本のようにとってくれました。すると住兼という文

7 時 45 分の集合、軍手をご用意ください。

字が出てまいりました。この住兼という方は色んな龍を彫っ
ているのですが、ここのお寺の龍は中々見事な物であると大

米山記念奨学会（斎藤豊久委員長）
来月に寄付金の徴収を行いますので、みなさんご協力のほど
よろしくお願いします。上期分、6000 円を徴収いたします。

変褒められました。｢住兼と波の伊八とどのような関係です
か｣と伺いましたら、伊八は何代もおりまして、その三代目
が随分上手な彫師だったそうで、その三代目伊八とほぼ同時

ニコニコ BOX 親睦活動委員会（中村昇委員長）

代の方で、中々立派な物である、というお話でした。これを
発表して市役所などの出版物に載ると盗難にあうといけな
いので、あまり喋らないでくれと申したところ、「それはお

本人誕生日（ 7.22 ）西川佳璋 君
毎年私と関正夫さんが７月のこの週に誕生日で呼ばれます。
関さんの方が一日、私より先輩ですので、いつも私より前に
挨拶をされて、私が言おうと思っていたことを全て述べてく

寺さんが役員と検討してください」と、笑い話ともいえない
話にもなりました（笑）また、隣に二重の塔がございますが
その二重の塔にも彫刻が飾ってあります。その彫刻が中々見
事な彫刻でございまして、それも是非、彫師の名前を見せて

ださっておりました。今日はご本人が

下さいというようなお話までいただきました。つい嬉しくな

欠席でございますので、日頃思っていた

り、報告させていただきました。

心の一端を述べさせていただきました。

自主申告

本人誕生日（ 7.27 ）西尾誠 君
71 歳になりました。昨年はいろいろお世話になりましたが、
今年は力を抜いて気楽に参加しております。

千葉正徳 君

関会長は、私が会長だった時の幹事で、今年度が素晴らしい
一年であるようにエールを送ると同時に懇願をいたします。
また中村幹事は、私と水野さんが今から５年位前「あの人は

自主申告

必ずロータリーに必要な方だなぁ」

中村昇 君

今日はみなさん何の日かご存知ですか？

今日は第一回の

模型飛行機大会が開催された日で、明治 44 年に大阪飛行機
記者クラブ主催で模型飛行機の大会がありました。

ということで、ラブコールに伺い、
ご快諾を頂き今日に至っております。
どうか一年間、お二人でよろしくお願い
いたします。

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

朝日新聞

メキシコ留学から帰国 勝浦の女子高生

勝浦市の県立勝浦若潮高校３年︑濱口優芽さんが︑十ヶ月間の

メキシコ留学から帰国した︒﹁多くの友人作り︑貴重な経験がで

きた﹂と振り返る︒同じ青少年交換プログラムで勝浦若潮高校に

留学していたメキシコ人のアンヘル・マヌエル・オラバイア君も

帰国した︒濱口さんは昨年８月から︑ロータリークラブの青少年

交換プログラムで︑メキシコの太平洋岸にあるクリアカン市内に

ホームステイし︑高校に籍を置いた︒課題のスペイン語は留学生

を対象にした語学教室で学んだほか︑日本語ができるメキシコ人

の個別指導を受けて上達し︑半年ほどで日常会話は自由にできる

ようになった︒

留学生仲間と一緒に古代文明のマヤ遺跡など国内各地を旅 行

したのが楽しい思い出で︑
﹁遺跡の精密な構造に驚いた﹂という︒

ホームステイ先でのパーティなどを通じて友人も増えたが︑﹁メ

帰国後はロータリークラ ブ

キシコでは休日になれば必ず家族で外出するなど︑家族を大切に

しているのに感動した﹂︒と話す︒

で留学について報告するほか︑留学予定者に助言したりするとい

う︒管理栄養士になるのが目標で︑大学進学を目指す︒

昨年８月にメキシコから日本に留学し︑勝浦若潮高校で学んで

送別会で︑﹁多くの人

達と会えたことが一

番の思い出だ﹂と日本

語で挨拶︒帰国後は

大学進学を目指すが

﹁もう一度︑勝浦に来

て︑みんなと会いた

い﹂と話していた︒

いたオラバイア君は︑漢字も書けるほど日本語が上達した︒

2010 年
7月7日

(水曜)

クラブ協議会活動計画発表

クラブ奉仕委員会(Ⅰ)（関正巳担当理事）

職業奉仕（漆原摂子担当理事）

2010‑2011 年度の RI のテーマは「地域を

今年度の 2790 地区ガバナー・織田氏は

育み、大陸を繋ぐ」です。クラブ活動を

4 大奉仕の中でも職業奉仕を枢要案件と

円滑に運営すべく会員増強に力点を置き、

する、と仰っています。職業奉仕は、自

また新会員がクラブに溶け込めるように

分自身の職業を倫理に基づき一生懸命やることにより、ロー

積極的に行動し、1 名以上の会員純増、会員勧誘計画、

タリアンとしてクラブに入会し、存続し続けることができる

会員維持計画で、会長賞を獲得を目指します。

わけです。さて今年度の具体的な活動計画ですが、RI のテー
マ「地域を育み、大陸を繋ぐ」に基づき、皆様の個々の職業

クラブ奉仕委員会(Ⅱ)（古川範男担当理事）

における経験、知識をお借りして、会長賞獲得を目指してお

人間に例えれば、大動脈・大静脈に担当

りますので、何卒ご協力お願い申し上げます。

するのが当奉仕委員です。生き生きとし
た血が流れて組織が活性化するようにと

社会奉仕（釜田英之担当理事）

考えています。会員の隠れた魅力が滲み

当委員会の活動は『青少年の健全な育成』

出る例会の設営、思わず聞き入ってしまう卓話の企画、

に 7 割〜8 割の比重を置いています。

会員同士の啓発に営む親睦活動などの展開ができれば、

三委員会と協力して、継続的な活動と、

自ずと出席率は向上し、会員は増えるでしょう

ＲＩ会長賞の達成をします。活動方針として、会員はロータ
リーの定義・綱領の基「入って学べ、出ては奉仕せよ」と教

クラブ会報委員会（渡辺ヒロ子委員長）

えられます。ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生

会員の関心を高め、出席率の向上を促せるような会報作

活及び社会生活で、常に奉仕の心を奨励し、地域社会に目を

りを目指します。週報の発刊に加えて、今年度は HP を

向けていきます。

作成し、勝浦 RC の活動をクラブ会員だけでなく広くア
ピールすることで、他クラブとの交流や会員増強につな
がるように積極的に活動をしていきたいと思います。

ロータリー情報委員会（牧野利美委員長）

ロータリー財団委員会（斎藤義典委員長）

《活動方針》

ロータリー財団委員会は、財団への寄付や

●ロータリーの綱領、原則及び発展と 4 大奉

財団プログラムへの参加を通じ、ロータリ

仕部門に関する会員の理解を育むこと
●ロータリアンの一人一人が RC 理想に自ら

アンの皆様方から財団に対する一層の支
援が得られるよう、ご協力をお願いします。一人では何も

貢献し、奉仕することにより責任感と理解を養うこと。

出来ないと思わず、一人でも何かが出来るを目標にして活

●クラブ全会員、特に新会員がロータリーを十分理解し、ロ

動していきたいと思います。

ータリー会員の特典と責務を把握できるよう援助する。
《活動計画》 １．入会 5 年未満の会員を対象としたオリエ

米山記念奨学委員会（斉藤豊久委員長）

ンテーションを開催する。２．第 5 分区内、ホスト・クラブ

ロータリーの理想とする国際理解と相互

が主催する「ロータリー情報研究会」への積極的参加を促す。

理解に努め、国際親善と交流を深めるた

３．IM 及び地区大会へ、大勢の参加と協力。

めに、優秀な留学生に奨学金を支援する

４．全会員にロータリー情報を通知、提供する。

ことにより、未来に向けた国際平和の懸け橋となるべく国
際奉仕事業として活動をしていきたいと考えています。

国際奉仕委員会（村石愛二委員長）
親睦委員会（中村昇委員長）

《活動方針》
本委員会は、青少年交換委員会と WCS 委

例会及びロータリーの諸活動を活用し、

員会を担当いたします。世界平和と世界理

会員の相互理解や親睦を図り楽しい

解に貢献出来るように、そして世界をより

雰囲気作りに努めます。活動計画として
②ニコニコ BOX 開催

良い場所にするため、本クラブの力量の範囲内に於いて国際

①例会の受付、ビジターの案内

奉仕活動が推進出来るようにする協力をお願いする。

③ニコニコ BOX ベスト 10 の表彰

《活動計画》

⑤夜間例会の実施

１．青少年交換派遣高校生の募集。

２．青少年交換学生の帰国までのケア。３．三年間続けてき

④家族会年 2 回の実施

⑥会員記念日のお祝い

⑦ロータリーの諸活動への協力

たネパール・サピング村の「めだかファミリースクール」へ
の支援継続の検討。４．メキシコやスペインを中心とする国
際交流の推進。

５．新たな WCS 活動の検討。

インターアクト委員会（岩瀬文夫委員長）
国際ロータリー第 2790 地区
第 44 回インターアクト年次大会が開催
日時：平成 22 年 7 月 30 日(金) 午前 9 時 30 分点鐘

会員選考（鈴木覺三郎委員長）
当クラブは、2006 年 7 月 1 日より前年度

会場：千葉経済大学附属高校（千葉市稲毛区轟町 4-3-30）

まであった職業分類と会員選考の両委員

テーマ：
「今を考える」世界に目を向け情報を発信しよう。

会が統合され、新会員選考委員会が誕生し

主催：国際ロータリー第 2790 地区インターアクト委員会

た。理事会より「会員候補者として適格か

スポンサークラブ：新千葉ロータリークラブ

否か？」との疑問に当たっては、当該者を下記の選考基準を
以って、適格性を調査し慎重なる審議の後、答申する

Ｓ.Ａ.Ａ

池田哲夫 君

欠席するときには、必ず電話なり Fax

出席報告

７月 16 日（金）出席委員会

連絡してください。昼飯のロスは本当に

（関祐介委員長）

大きいので、宜しくお願いします。あと席順は、ある程度

会員

出席

MU

欠席

出席率

43 名

31 名

７名

５名

88.37%

欠席者：斎藤麻美子
本吉幸子

高橋奈緒美
田中

智

流動的にして、委員長も最初のうちは不慣れなことも多
く、困ることもあると思うので、前委員長の隣にするとか、
その点を考慮したほうが良いと思いますので、宜しくお願

吉野裕子

いします。

７月 23 日（金）夜間例会 pm６:３０〜
会長挨拶 関一憲会長
毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか？今日は２４節気の「大暑」です。
一年中でもっとも暑い頃といわれています。猛暑日、真夏日、夏日などと言われますが、それぞれ定義
があるそうです。猛暑日とは、一日の最高気温が摂氏３５度以上になる日。 真夏日とは、一日の最高
気温が摂氏３０度以上になる日。夏日とは一日の最高気温が摂氏２５度以上になる日だそうです。熱帯
夜とは、夕方から翌日の朝までの最低気温が摂氏２５度以上になる夜のことをいいます。ちなみに、真冬日とは一日の最高
気温が摂氏０度未満のことで、冬日は一日の最低気温が摂氏０度未満になる日だそうです。今宵は夜間例会です。おいしい
食事をいただき、楽しく元気に素敵な時間を共有し、明日からの元気を充電しましょう。

幹事報告 中村満幹事
① ８月のロータリーレートは１ドル＝88 円（ 国際ロータリー日本事務局から）
②ガバナー・エレクト事務所開設の案内・・・・事務所：木更津市請西東１−5−4
③館山・館山ベイロータリークラブから本年度の活動計画書が届いています。
④WCS から２００９年〜２０１０年度の活動報告書が届いてます。

例会後の新旧役員歓送迎会
中村昇親睦委員長の『開会のことば』で幕開け。西尾誠直前会長、関一憲会長のご挨拶につづき、チャーターメンバー
小島幸雄会員から新旧役員へ
慰労と励ましのことば』をいた
だきました。小島会員のお話は、
温かく、勝浦ＲＣの歴史と重みを
感じました。
西尾直前会長のご発声で『乾杯！』・・・２時間があっという間に感じられるほど和やかに楽しい歓送迎会でした。最後は
直前会長と直前幹事の胴上げ、新会長＆新幹事へのエール！！で大いに盛り上がり、『手に手つないで』で閉会しました。

みな最高の笑顔！
美味しい料理に
話も弾んで．．．

うまいね〜!と
大人気だった
東灘 大吟醸

パワー全開！私達３人も
胴上げに初参加！
『時代も変わったもんだ』
（鈴木覺三郎会員）

（天声ヒロ語）機械操作が苦手な私。上手く写真が撮れていない、テープを回していたつもりが録音されていない．．．トホホの連続です。
会員の方々には申し訳なく思いますが、少しずつ慣れていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いします。

