
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７月 16 日（土）実施のクリーンキャンペーン in 南房総 2011 

 
●会長挨拶 
先日 16 日、早朝からの海岸清掃、参加された 18 名の皆さん、大変

ご苦労さまでした。昨年に比べますと、全体の参加者が少し少ないよ

うな気がいたしました。これも 3･11 の震災時の津波、また、原発問題

が影響を受けているのでしょうか。それにしても、勝浦の海岸は、何

事もなかったかのように、静かですがすがしかったです。 

さて、相変わらず、政治は混迷を深めていますが、協力体制或いは協

調性とでもいうべく姿勢が全く見られず、国民の側から見ていても何

をやっているのだ、いい加減にしろ！と言いたくなります。ロータリ

ー精神を教えてやりたいくらいですね。 

今まで４か月にわたって、放射能汚染牛肉が日本全国で販売されて

しまっているし、福島原発に近い地域の幼いお子さんも、完全に被曝

してしまっている現状は、政府の為体な取り組みが浮き彫りになって

います。 

おかげ様と言ってよいかわかりませんが、勝浦の町中は放射能レベ

ルが少なく、一安心というところです。 

話題は変わって、最後のスペースシャトルが帰還し 30 年の歴史に幕

を閉じました。NASA のスペースシャトル・アトランティスが 21 日ケネ

ディ宇宙センターに帰還、その間ハップル宇宙望遠鏡や多くの衛星を

打ち上げ、ISS を完成させました。計 135 回の打ち上げで日本人７人を

含む計 16 か国の 355 人を宇宙に運びました。 

 また犠牲者はどれくらいかと申しますと、86 年のチャンレンジャー
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◆７月 15 日（金）のプログラム 
・2011－2012 度活動計画発表 

 
◆７月 22 日（金） 

・2011－2012 度活動計画発表 

 

◆７月 29 日（金） 

・休会 

 

 

◆８月の例会予定 

（会員増強・拡大月間） 

・８月５日（クラブフォーラム） 

・８月 12 日（休会） 

・８月 19 日（ゲスト卓話） 

・８月 26 日（ゲスト卓話） 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

爆発事故と、2003 年のコロンビア空中分解で計 14 人が

犠牲となったということです。 

本日は活動計画の発表２回目です。当初の活動計画は

計画として、途中バズセッションなどで得た前向きな意

見、アイデアはそのまま計画にとり入れ、当初の計画に

とらわれずに、積極的に変更して行動に移していただい

て結構と思います。 

 

 
●幹事報告 漆原摂子幹事 

１．国際ﾛｰﾀﾘｰより ８月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ﾄﾞﾙ＝80 円 

２．鴨川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより 例会場変更のお知らせ 

7 月 26 日､8 月 2 日､9 日､23 日の例会は鴨川ﾕﾆﾊﾞｰｽﾎﾃﾙ 

３．沼南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 名称変更 沼南改め 柏東ＲＣへ 

４．勝浦市より関会長へ 血液型検査推進委員委嘱状 

 

●委員会報告 
○社会奉仕委員会 牧野利美担当理事 
いすみサマーキャンプ協賛 30,000 円 

御宿花火大会協賛 30,000 円 

勝浦花火大会協賛 50,000 円 

クリーンキャンペーン協賛金 10,000 円 

 

●ニコニコＢＯＸ 
○本人誕生日 
◆関正夫君 
65 歳になりました。ついこの間、私の命の値段が安

くなったという話をしたのですが、あれから５年経ち 

ました。５年というのはあっという間な気がします。 

 誕生日に市役所からプレゼントが届くわけですが、介 

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：nanso66@mb.infoweb.ne.jp  Fax：0470-70-5106  勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura-rc.org 

護保険の保険証が市役所から届きます。まだいらない

と思うのですが、市役所はサービスが良いですね。 

 
 

◆西川佳璋君 
 65 歳になりました。昨年の暮れから今年にかけて、

家内より誕生日祝いをいただき、感謝しております。

11 時 30 分からの医者が臓器売買をして、800 万円を支

払ったそうですが、その気持ちはわかります。自分の

命を買うということになるのですが、800 万円は安いと

思うのですが、法を犯したということです。医学の発

展と、それによる恩恵によりまして、皆様方および全

世界の人々が一日でも長く健康に生き続けられるよう

お祈りしています。 

 
 

◆西尾誠君 
72 歳になって、振り返ってみてどうだったか考えて

いますが、健康のうちに好きなことをできたらなあと

思います。皆さんにご迷惑をかけないように生きてい

きたいと思います。 

 



 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

◆関正夫君 
 海岸清掃を欠席しまして、すみませんでした。 

  

◆渡邉ヒロ子君 
 海岸清掃の日に宮崎に行っておりました。いつも台

風女と言われていましたが、やはり台風が直撃してし

まいました。帰りは 20 時間かけて陸路で戻ってまいり

ました。そうしたら案の定、腰痛を発症してしまいま

した。うちは学習塾とパソコン業務とやっているので

すが、そのパソコン業務の方でソフトバンクとパート

ナー契約をしまして、まだ本当に小さい併売店ですけ

れども携帯を扱えるようになり、お店の方、そのよう

な形でスタートいたしました。 

 

●クラブ協議会 2011－2012 度活動計画発表 
ロータリー情報委員会 渡辺幸男委員長 

 

来年が 50 周年ということで、ロータリークラブの歴

史をひもといてみたり、あるいはロータリーはこれか

らどういう風に進んでいったら良いのかと、そういう

話し合いが多かったような気がします。おそらく来年

も、そういったことを皆さんで話し合って、かなり有

意義な年になるのではないかという期待をしておりま

す。今年も、今まで以上にロータリーの素晴らしいと

ころや、基本的な理念などを改めて皆さんと話し合っ

てみたいと思います。あるいはロータリーに対する知

識、その辺りも新会員を含めまして知識を深めていこ

うじゃないかと、思っております。事業的には昨年の

牧野さんの事業を引き継ぐような形で新会員のオリエ

ンテーションを、できれば２回ほどやりたいと考えて

おります。さらには地区大会などに積極的に出て他の

クラブとの交流を図ってみたいと思います。 
 

 
 

 

○配偶者誕生日 
◆鈴木覚三郎君 
 私の愛する妻が無事誕生日を迎えまして 73 歳にな

りました。いつも色々お世話になっております。あり

がとうございます。 

 

 
○自主申告 
◆村石愛二君 
 先日いすみ鉄道のキャラクターの除幕式をさせて

いただきました。小林会員にお願いし、朝日新聞と毎

日新聞に掲載されました。 
 
◆釜田英之君 
 早起きは三文の徳といいますが、なでしこ JAPAN

に 100 万ドルの感動を受けました。点数を獲られては

獲る、獲られては獲るといった試合でした。皆さんも

おそらく感動したと思います。 

 
◆千葉正徳君 
 報道カメラマンのエバレット・ブラウンという人が

いて、外房をテーマとして写真集のようなものを撮っ

たようです。その模様がＢＳジャパンで 30 日日曜日

午後に放送されます。 
 
◆漆原摂子君 
 例会で出遅れた分を今入れさせていただきました。

 そして先日、術後に検診しまして医者から許可が出

たので、早速２か月ぶりに少し馬に乗りました。とて

も気持ち良かったです。細々と続けていきたいと思い

ます。 
 
 関正夫



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職業奉仕委員会 中村満委員長 

 
まずは活動方針ですけれど、職業奉仕というのは難し

いもので、勉強はしましたけれどまだよくわかりませ

ん。ただ４大奉仕の中で職業奉仕のみが専門職業を持っ

た奉仕活動ですので、職業を通して社会のニーズを満た

す心を目的とします。そのために職業を通して道徳水準

を高め、職業に携わる中で奉仕の心を向上していきたい

と思います。簡潔に言いますと、まず自分の商売頑張れ。

そしてそれを頑張ったら他の人たちに奉仕をしようと

いうことで、とにかく自分の会社を良くしなければだめ

だ、ということです。 
また、活動計画ですけれど、会長賞を目的とした計画

を行います。職業奉仕月間や専門の地区の方から来てい

ただき、勉強しようと思っております。また、親睦委員

長と親睦委員の方と協力して職場見学を行いたいと思

います。そして職業宣言の額縁を飾っていただきたいと

思います。これも会長賞になりますので、自己申告で「飾

った」と言ってください。また会長賞をとるために、毎

月バズセッションでやっていきますのでその時はまた

よろしくお願いします。また今年は予算を削減するため

会議は例会の後にやりますのでよろしくお願いします。

 

社会奉仕委員会 牧野利美担当理事 

 
前年度で定款細則を作成する際に、５大奉仕となって

いますが、勝浦では４大奉仕となっています。どこが違

うかですが、新世代育成委員会が５大奉仕の１つとなっ

ていきます。活動方針として、クラブ会員が地域社会 

 

奉仕活動の責務遂行に役立つ指導・援助する方策を考

え実行していきます。 
活動計画は、本クラブの社会奉仕活動に責任を持ち、

各委員会の仕事の遂行をはかり達成するように努力し

ていくように思っております。また、部門別等で、あ

るいは会長賞をとれるように、それともうひとつ、チ

ャレンジメーカー賞というのも勉強させて頂いて、頑

張っていきたいと思っております。 
石井美香子さんの文面を代読しますが、今社会に求

められ、常に奉仕の心で、社会に目を向けていく。勝

浦市のクリーンキャンペーンへの協力、あと恒例とな

っています官軍塚の清掃活動。桜等の観賞会が２月と

なっています。老人ホームへの慰問。例会等の卓話で、

社会奉仕に関連する方をお招きしたい。 
委員会は、例会の開始前または終了後４～５回開催す

る予定です。 
 
新世代育成委員会 渡邉ヒロ子委員長 

 

活動方針：ロータリークラブの未来を担う３０歳まで

の新世代が、将来十分な活躍をするために必要とする、

知識・技能の習得を目的とした、さまざまな活動を支

援するという風になっております。 
活動計画：ロータリー精神を受け継ぐ新世代を育成す

るため、善良で健全な市民を育てるため、スポーツや

レクリエーションなどを通して、奉仕の精神と、責任

感を育てること。 
リーダーの育成を目的とする支援活動をする、とい

う風にしましたが、正直申しあげまして具体的にどう

いう活動を支援していくかなど、見えていないところ

がたくさんあります。今後、皆さんにご協力いただい

たり、委員の皆さんとお話をしながら考えていきたい

と思います。 



 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

米山記念奨学会委員会 西尾誠委員長 
今年は、普通会費と特別会費がございまして、普通会

費は会計の方で一括してクラブの事をやるそうですの

で皆さんからの寄付はとりあえず頂かないのですが、特

別寄付の方は是非ともよろしくお願いいたします。 

委員会報告になりますが、フィリップファミリーは予

定通りであれば帰国できたと思います。皆さんご協力あ

りがとうございました。 

そして、７月９日、夜間例会の翌日にホストファミリー

を中心とした交換会を別にやりまして、それらに出られ

た方ありがとうございました。それで剰余金が 6,440

円出たということで、幹事をやって頂きました村井さん

からお預かりしましたので、それはニコニコに入れさせ

て頂きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

７月 28 日（木）鋸南クラブより、会員相互の親睦を図

る目的のため、東京湾フェリーでサンセットクルーズを

楽しみながらの納涼例会に招待されました。 
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【今週の一言】 できない言い訳をすぐにする人は、できるようには絶対にならない。 

 

インターアクト委員会 岩瀬文夫委員長 

 

青少年が時代の担い手であります。そこを育成しな

くては明るい社会の到来は望めません。青少年健全育

成は、大人に科せられる重要な義務でもあります。幸

い、若潮高校のインターアクト会員は皆、真面目に正

面からインターアクト活動に取り組んでおります。 

学校内の動きも活発であり、インターアクトとは何か

という原点についてよく話し合い、生徒個々のインタ

ーアクト意識の向上をはかっていくように努めたい

と思っております。活動計画は以下の通りです。 

第 45 回インターアクト年次大会参加について 

日時：８月 19 日（金） ９：30～16：00 

場所：県立館山総合高等学校 水産校舎 

スポンサークラブ 館山ロータリークラブ 

第 24 回インターアクト外国研修 

日時 ９月 15 日（木）～９月 18 日（日）３泊４日 研

修先 大韓民国釜山市 

 

国際奉仕委員会 鈴木覚三郎副委員長 
皆さんこんにちは。まだまだ未熟者ではあります

が、ご指導いただきながら１年間委員長を務めさせて

いただきます。 

活動計画：ロータリー青少年交換計画の長期派遣交換

学生の推薦と、支援活動と行いたいと思っています。

特に今年は、私の４番目の娘が地区の募集に応じ参加

する予定です。その節はよろしくお願い致します。 

 

ロータリー財団委員会 渡辺幸男副委員長 
目標は今年も一人 100 ドル、ということになってお

ります。例年ですと、お一人おひとり当たっていたの

ですけれど、今回は会費と一緒に徴収するということ

でご理解頂きたいと思います。 

 

出席報告 ７月２２日（金） 
出席委員会 手塚 明宏 委員長 
会員 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

 38 名 25 名 ４名 ９名 76.32％ 

欠席：浅野玄航、内田秀実、斎藤義典、高山裕紹、 

林重利、古川範男、前田安彦、吉野裕子、渡辺保 


