
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRENT TOPICS ～ 新入会式 小林 悠紀 君 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 遠見岬神社で神職に就かれている小林悠紀（こばやしゆうき）君が勝浦

ＲＣに入会しました。３２歳という若い新会員に全会員が拍手を送り、大

歓迎ムードで挨拶に耳を傾けました。 

 

会長挨拶 関一憲 会長 
ロータリーでは、政治の話と宗教の話は、 

タブーとされているようですが、本日は、あえ 

て宗教のお話をさせていただきます。なぜなら 

ば、本日新会員として、宗教家が仲間に入られ 

たので・・。「ＧＯＤ」という英語があります。 

日本語に訳すと「神様」になると思うのですが、これは少し違うように私

は感じます。ＧＯＤとは絶対者であり、唯一、完全なる者です。日本の神

道は弥生時代に生まれてきたようです。八百万の神といわれるように、沢

山の神様が日本には存在します。弥生時代の日本人口は約６０万人。それ

に対して八百万の神様です。人間一人に対して、１３人以上の神様がいま

す。つまり日本人は潜在的にいろいろな神様を受け入れる大きな、大きな、

とっても広い器を持っているのでしょう。だから、キリスト教でもイスラ

ム教でも仏教でも尊重し、受け入れることが出来ます。日本では宗教戦争

は起こることはないでしょう。この考え方が世界中に広まり、受け入れる

ことの“すごさ”が世界中に広がるときには、一人一人が相手を尊重し、

受け入れ、共感し、世界中が平和になると思いますが、皆さんはどのよう

に考えますか？ちなみに「お母さん」の語源は「かか様」つまり、太陽の

ように素晴らしい神様という意味だそうです。日頃から家族や先祖を尊敬

し、敬うことを習慣としている日本人って素晴らしいですね。 
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■６月 17 日（金）のプログラム 
・ 各委員長 1年を省みて 

 

■６月 24 日（金）家族会に変更 
 
■６月 29 日（水） 家族会・ 

新会員歓迎会 

 

■今日（7／1）の例会プログラム 

・ 会長所信 

 

■今後の例会プログラム 

7/8（金）ガバナー補佐訪問 

       新旧役員歓送迎会 

7/15（金）クラブ協議会・  

活動計画 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幹事報告 中村満幹事 

①ロータリー財団寄付金のお願い 

②６月２３日(木)１４時～本年度の会計監査を行います。 

〔場所は京葉銀行 勝浦支店〕 

③例会後に臨時理事会があります。 

臨時理事会 

☆ 協 議 事 項         

定款第１２条第３節（a）に当たる会員に対して。         

１）退会者について。         

２）来年度の会計担当について。         

 

新会員挨拶 小林悠紀 君 

さきほどご紹介いただきましたが、 

遠見岬神社におきまして神職として 

日々、神明に奉仕しております。現在、 

妻と長男の３人家族、10 月にはあらたに新しい家族が増え 

る予定です。今回、勝浦ＲＣへの入会にお力をお貸しいた 

だきました多くの方々に深く感謝申し上げます。私自身 

もとより、浅学非才でございますので、皆様に教えを請う 

ことや、不慣れな部分もたくさんありますので、皆様の 

お力をお借りして精一杯がんばりたいと思います。どうぞ 

よろしくお願いいたします。 

 

委員会報告  
インターアクト 岩瀬文夫委員長 

国際ロータリー第２７９０地区、 

2011－2012 年度の第 1回合同会議が 

6 月 21 日（火）15 時～東天紅で開催されます。議題は、 

インターアクト年間活動について、年次大会、国外研修、 

地区大会その他です。水島顧問と私２人で参加します。 

 

ニコニコＢＯＸ（中村昇親睦委員長）  
本人誕生日 岩瀬文夫 君 

若いつもりでおりましたが、78 歳になりました。ますます 

元気にがんばりたいと思いますので、宜しくお願いします 

 

自主申告 漆原摂子 君 

しばらくお休みしてしまい、ご心配やご迷惑をおかけしま 

したが、次年度幹事ということで、7月 1日から邁進して 

まいりたいと思いますので、宜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  勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura-rc.org 

自主申告 関正夫 君 

今日入会された小林悠紀君、入会おめ 

でとうございます。昔、勝浦若潮海洋 

少年団がありまして、私はそこで 10 年 

ほどお手伝いをしていたのですが、 

小林君はその当時の優秀な団員でした。そのときの経験 

から今日のような立派な青年になったのだと確信してお 

ります。ロータリーでは年齢や職業に関係なく『～君』 

の関係ですから、私のことは『関君』と呼んでください。 

 

自主申告 村石愛二 君 

ポッポの丘に昨日、４両目が運ばれて 

きました。機関車トーマス君みたいな 

感じで、ブルートレインになっている 

小型のディーゼル機関車です。ぜひ見においでください。 

 

一年を省みて・・・・・・・・・・・・・・・ 
インターアクト 岩瀬文夫委員長 

１． 活動計画の一環として、7月 17 日 

クリーンキャンペーンＩｎ南房総に、 

勝浦若潮高等学校、水島顧問教師ほか、 

数名の先生方及びインターアクト生徒 

20 数名が参加しました。 

２． 第 44 回インターアクト年次大会（7月 30 日）に 

水島・荘司顧問教師、インターアクト生徒 7名、釜田社

会奉仕理事、岩瀬インターアクト委員長 11 名で参加。 

３． 第 23 回インターアクト国外研修（9月 10 日～14 日） 

研修先、大韓民国の釜山市･･濱口優芽さんが参加。 

４． 第 43 回インターアクト指導者講習会（Ｈ23 年 5 月 

2 日）に、水島顧問教師、インターアクト生徒２名、岩

瀬インターアクト委員長の 4名が参加。 

 

会員増強 渡辺昌俊委員長 

今年の会員増強 2名、至らぬ点も多々 

あったかと思います。先日皆さんから 

回答いただいた内容をまとめました。 

（アンケート結果資料配布）これを 

来期の会員増強のヒントにしていただければと思います 

ご協力ありがとうございました。 

 



ロータリー情報 牧野利美委員長 

● 入会５年未満の会員を対象とした会員オリエンテ 

ーションの開催／平成 23 年 1 月 12 日（水）実施 

● 勝浦ロータリークラブ定款・細則の改正 

平成 23 年 6月 10 日（金）臨時総会にて承認 

● 第５分区「ロータリー情報研究会」に参加協力 

● 第５分区「Ｉ，Ｍ及び地区大会」への参加協力 

 

 

親睦委員会 中村昇委員長 

今年度は、あの大震災で一生の中 

でも、歴史上でも忘れることので 

きない 1年となってしまいました。 

この 1年を振り返ってみると、 

ロータリーの活動に関しては、親睦委員会が心臓部で 

はないのかな、と思いました。例会はたくさんの人が 

いなければ楽しくないと思います。あるいは親睦旅行 

につきましても、家族例会、夜間例会につきましても 

多少費用はかかっても、楽しめるプログラム、すてき

な演出を考えて、できるだけ多くの方に参加していた

だきたい、と思うわけです。今後もみんなで協力して 

楽しい会にしていければと思います。 

 

・・・・・・・・・・委員長の皆様、お疲れ様でした。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

[天声ヒロ語] ３月 11 日（金）例会後まもなく起きた大震災、あれから 3 ヶ月経ったことが嘘のよう。あっという間に、昼の例会

最終日になってしまいました。「1年」が過ぎるスピードは年々ＵＰしている気がする。だからこそ毎日を大切に楽しく生きよ！！

クラブ会報 渡辺ヒロ子委員長 

写真撮影では関正巳さん、校正を手伝っ 

てくださった関正夫さんはじめ、皆さん 

にご協力をいただき、ありがとうござい 

ました。本来であれば早めに原稿を上げ 

て、卓話やご挨拶くださったご本人に、確認いただかな 

ければならないところ、一夜漬けの作業のため、それも 

せずに載せてしまったこと、本当に申し訳なく思ってい 

ます。会報委員長として 1年間を終えて感じたことは、 

例会にできるだけ参加し、一生懸命活動することで、 

ロータリーの意義や楽しさを見つけられるのではない 

かな、ということでした。ホームページも予定通り開設 

でき、会員みなさんのご協力に心から感謝いたします。 

 

会員選考 鈴木覺三郎委員長 

本来、会員選考は会員増強委員会で、 

候補者を見つけてきて、理事会で承認 

されてから、会員選考の仕事が始まる 

のですが、最後は自ら会員増強を図り 

小林さんの入会を推しました。会員数は力、質は強さで 

す。質を高めるのが会員選考です。チェーンは一番弱い 

ところがチェーンの強度になります。できるだけ強い 

チェーンを作るために会員選考があります。それと入会 

後のフォローが非常に大切です。これは 1996 年の６月 

のＲＩ理事会決定事項で、私は新会員カウンセラーを買 

って出まして、小林君のこともフォローしていきたい 

思います。がんばってください。 

 

池田哲夫 ＳＡＡ 

ＳＡＡということですが、出席委員長 

が転勤で不在のため、代行しています。 

例会に出席する楽しみがわからないと、欠席しがちに 

なって退会につながります。ロータリーを難く考えず、 

楽しむことですね。昼食食べて終わり、とか、難しい話 

や仕事の話ばかりでは長続きしません。夜間例会とか地 

区大会に参加するとか、とにかく、楽しいと感じれるか 

どうかだと思います。ＳＡＡとしては、途中で座席順を 

チェンジしようと思いましたが、ついつい 1年たって 

しました。替えたほうが良いですよね。どうですか？ 

出席報告 ６／17（金）出席委員会（関祐介委員長） 

会員 出席 MU 欠席 出席率

４１名 ２８名 ３名 10 名 75.61% 

欠席：浅野玄航・内田秀実・斉藤義典・高橋奈緒美 
林重利・古川範男・前田安彦・吉野裕子・ 
渡辺保・渡邉昌俊 

 


