
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRENT TOPICS ～ガバナー補佐公式訪問 
 

                                 

 

 

 

 

 

佐野昭雄 ガバナー補佐 

本日はガバナー補佐公式訪問ということでございますが、ガバナーの公式訪問の前

にクラブ協議会を行っていただき、その結果をガバナーに報告するというもので

す。ガバナーの役目は、個々のクラブがロータリーの綱領を推進するお手伝いをす

るということですが、第五分区の各クラブはそれぞれの伝統歴史の上に運営されて

おりますので、綱領推進の手助けと申しますと『大きなお世話』と言うことになり

かねないと、ガバナーも心配しております。ガバナーは、『公式訪問は自ら奉仕の

巡礼の旅に出る』という視点に立っておりまして、各クラブを訪問し、情報を頂く

旅が公式訪問なんだと、言っております。私も全く同感です。私の場合、年度始め

に各クラブを表敬訪問させていただきましたので今回二度目の訪問でございます。

いずれのクラブもそれぞれ素晴らしい雰囲気をかもし出しておりまして、その雰囲

気を例会場に入った途端に肌で感じ、気分が高揚して参ります。皆様方の地区に対

する要望や問題点等ございましたら、ガバナーにお伝えを致しますので何なりとお

申し付けください。勝浦クラブの元気を地域の発展に生かしていただければと、私

も皆様方のお役にたてるように精進積んでまいる所存でございますので、これから

もよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました 
鈴木照夫 分区幹事（右の写真の一番右） 

明後日行われます情報研究会には、勝浦 RCさんから８名のご参加いただくという
ことで誠にありがとうございます。館山ベイがホストとして仕切って参りますの

で、是非ご協力をお願いいたします。 
館山ＲＣ・館山ベイＲＣ事務局 山崎房子 君（右の写真の一番左） 

私は本当に長年、事務局をやっております。今日は憧れの勝浦 RCさんに来る事が
でき、とても嬉しく思っております。ありがとうございました。 
 
幹事報告 中村満幹事 
①１０月のロータリーレートは１ドル８６円です 

②故塩田会員の偲ぶ会が１０月５日にあります。 

③鋸南ロータリークラブ例会変更 

  ９/３０日が９/２６日に変更 
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例会場：東急      

■９月 24 日（金）のプログラム 
・ガバナー補佐公式訪問 

  ・クラブ協議会 

 

■ 本日（10／１）のプログラム 

・会員卓話 関正夫 君 

 

■１０月の例会プログラム 

８日（金）ゲスト卓話（未定） 

15 日（金）ゲスト卓話 

【勝浦の魅力 

常盤大学教授 塚原正彦氏】 

22 日（金）ガバナー公式訪問 

29 日（金）ゲスト卓話 

【現代に生きる江戸しぐさ 

         桐山 勝氏】 



会長挨拶 関一憲会長 
本日はガバナー補佐公式訪問です。 

佐野ガバナー補佐、鈴木分区幹事、 

事務局の山崎さん、遠いところ、よう 

こそ勝浦ロータリークラブへ。 

 後ほど各理事の皆様から発表を頂きますが、改めて方針を

お伝えいたします。基本は、皆さんと共に楽しく活動するこ

と。楽しいから続けたいし、楽しいから積極的に参加したい。

今より更にやりがいを持ち、楽しさがたくさん溢れるクラブ

になるようにしていきたいと思っています。 

そのために①会員増強。50 名体制の構築 ②会員企業が

さらに「いい会社」となる ③仕事を通して社会貢献に対す

る意識を更に高める。皆様のご協力をお願い致します。 

ここに、明確な目標を設定し、やれることを実践した人物

の小学校時代の作文があるので、ご紹介いたします。 

「僕の夢」 小学校 6年鈴木一郎 

僕の夢は一流のプロ野球選手になる事です。そのため中学、

高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。活躍でき

るようになるためには練習が必要です。僕は三才から練習を

始め、三年生の時から今まで 365 日中、360 日は激しい練習

をやっています。だから、一週間で友達と遊べる時間は５～

６時間です。そんなに練習をやっているのだから、必ずプロ

野球選手になれると思います。その球団は中日ドラゴンズ

か、西武ライオンズです。ドラフト一位で契約金は一億円以

上が目標です。僕が自信のあるのは投手か打撃です。去年の

夏、僕たちは全国大会に行きました。そして、自分が大会ナ

ンバーワン選手と確信でき、打撃では県大会四試合のうちホ

ームラン三本を打てました。全体を通した打率は５割８分３

厘でした。僕たちは一年間負け知らずでした。そして、僕が

一流の選手になって試合に出られるようになったら、お世話

になった人に招待券を配って応援してもらうのも夢の一つ

です。とにかく一番大きな夢は野球選手になる事です。（昨

日、10 年連続 200 本安打という大記録を達成しました。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                
 
 
 
 
 
                
               
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                  
                 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

クラブ協議会 
クラブ奉仕（Ⅰ）関正巳 担当理事 
2010-11 年度のＲＩテーマは『地域を育み、 

大陸をつなぐ』です。クラブ奉仕（Ⅰ）と 

しては、クラブ活動を円滑に運営すべく 

会員増強に力点を置き、また新会員がクラブに溶け込める

よう積極的に行動し、今年度新たに設定されたＲＩ会長賞

である 1名以上の会員純増、会員勧誘計画、選び抜かれた

会員が積極的に関与する３カ年計画またこれを支えるた

めのクラブ会員の目標を含め文章を作成し会長賞を獲得

します。 

そのための具体的な活動計画として、 

１． 会員増強を積極的に行いクラブの活性化を図る 

２． 会員（特に新会員）がクラブに溶け込めるよう、オリ

エンテーションなどを積極的に行い、退会の鯨飲要素

を排除するよう努める 

３． クラブ運営を円滑に推進すべく役割を確実に実行し、

他の委員会と協力しクラブ全体の品格を高め魅力あ

る楽しいクラブになるよう努力する。 

４． クラブ活動を積極的に月信記事として投稿する 

５． 活動方針に唱ったクラブ奉仕（Ⅰ）部門の会長賞を獲

得し、クラブを盛り上げる 

 

クラブ奉仕（Ⅱ）古川範男 担当理事 
クラブ奉仕委員会は、人間に例えれば 

大きな骨格を支える骨であり、それか 

ら骨を活き活きとさせる血液です。 

それが親睦委員会であり、プログラム 

委員会なんです。みんなが喜んでこう 

いう会合に来れるようなプログラム設計、及び楽しい雰囲

気作り、そういう物があって初めてロータリーが活き活き

とした組織になってくる。そういうロータリアンの活動を

見れば、世の中が「勝浦ロータリー素晴らしいじゃないか」

という声が出てくる。みんなの模範となれば「勝浦ＲＣに

何かあったら頼もうじゃないか」という流れになってくる

んですね。私はそう思います。ですから是非、道を失った

日本の指針になるべくロータリアンは粉骨砕身、身を粉に

してがんばってほしいというふうに思います。自分ができ

るか非常に不安なんですけど、せめて訴えるだけは訴えた

いという気持ちであります。ありがとうございました。 

出席報告 ９月 24 日（金）出席委員会（関祐介委員長） 
会員 出席 MU 欠席 出席率 

43 名 27 名 5 名 11 名 74.42% 

欠席者：浅野玄航 内田秀実 君塚七郎 斎藤麻美子  
田中 智 手塚明宏  林 重利 前田安彦 
本吉幸子 吉野裕子  渡辺 保 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【天声ヒロ語】情報研究会に出席して「何故週一度ロータリーに集うのか」いろいろな意見を聞く中で、自分の答えはまだ見つからなか

った。ただ何となく楽しいから．．．意義を見出しロータリーの魅力を知るには『まずは積極的に参加し楽しむことから』だと思いました

職業奉仕 水野敬泰 委員長 
職業奉仕。いわゆる倫理観に溢れた形を 

とっていかないといけないよ、というこ 

とを言っているわけですね。職業奉仕と 

いうのは、事業及び専門職務の道徳的水準を高めること、あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深

めること、そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉

仕するために、その業務を品位あらしめること。本年度、織

田ガバナーは、この職業奉仕を最重要事項に置いておりま

す。わがクラブでは、地元の人たちに我々の活動を知って頂

く、会員を卓話講師にするということなど、他にもいろいろ

すばらしい活動計画があります。その中でも本年度は第二例

会に４つのテストを唱和し、今年中に全会員に覚えていただ

き、より近づいていただこうと思っております。それは常に

自らを省みながら職業というものに没頭していくんだとい

うこと、金儲けだけが職業じゃない、重要なことは社会に目

を向け奉仕をしていくということだと思っております。 

 
国際奉仕 関正夫 担当理事 
国際奉仕は国際奉仕委員会と財団委員 

会と米山記念奨学会の３つの小委員会 

があります。国際奉仕委員会は、青少年 

の交換委員会と WCS の両方の役割を併せ持っています。まず

青少年交換については勝浦クラブには伝統があります。今年

度は残念ながら見送らざるをえない状況ですが、追加募集が

あればまた検討したいと思います。また、過去何年か続けて

いるネパールの『めだかファミリースクール』への支援も続

けていきたいということ。御宿はメキシコと非常に親密関係

にありますので、当クラブとしても協力していきたい。次に

財団委員会ですが、皆さんに寄付のご協力をお願いするのが

主な仕事です。通常寄付は 1人 100 ドルが目標です。当クラ

ブでは半期で 6000 円、合計 12000 円をお願いしております

が、ＲＩではゲイツ財団とのマッチングで２億ドル集めよう

という大変な目標を掲げておりますので、今年度はそれも含

めて検討していただきたいと思います。それと米山記念奨学

会に関しては、これも１人 6000 円ずつ寄付をお願いしてい

ます。米山の功労者に関しては、ここ何年か出てないような

気がします。是非それを再認識する意味でもできるだけ多く

の会員に功労者の寄付をお願いしたいと思います。ご協力よ

ろしくお願いします。 

社会奉仕 釜田英之 担当理事 
社会奉仕委員会は、継続的な事業が多い 

部門でございます。その中でも青少年の 

育成は、地区にしても当クラブにしても 

大半の力をそこに注いでいるというのが実情でございま

す。当クラブといたしましても、青少年の育成というプロ

グラムについては地区の提唱するプログラムに出来るだ

け積極的に参加して健全育成に努めていきたいと、思って

おります。またその中で年度別部門別社会奉仕部門での

RI 会長賞の達成を目標に、一年間活動していきたいと思

っております。 

 
ニコニコ BOX（中村昇 委員長） 
配偶者誕生日 村石愛二 君 

女房への誕生日プレゼントは、私が行くつもりだった御宿

町メキシコ友好親善訪問団への参加です。１３～22 日ま
で、娘と行ってました。 
 
自主申告 中村昇 君 

この度は私の父の死去に際しまして、 
心のこもったお香典、花環までいただき 
またお忙しい中、ご焼香に来てくださり、誠にありがとう

ございました。心より御礼申し上げます。 
 
2010－11 年度 第 5分区 ロータリー情報研究会 
９月２６日（日）たてやま夕日海岸ホテルにて 

第 5分区の各ロータリークラブから約７０名が参加。 
８つのテーブルに分かれ『私たちは何故週一度ロータリー

に集うのか』について討議し、意見発表をしました。 
懇親会では、佐野ガバナー補佐を始め出席された他クラブ

会員の方々と親交を深め、有意義な時間を過ごしました。

 


