
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●会長挨拶 関正己会長 

 

今月は新世代のための月間です。先月は会員増強月間でした。前に

も申しましたが、８月の例会数は残念ながら非常に少なかったです。

会員増強委員長の村石さんも何か不発の念があるのではと思います。 

ただ、会員増強というものはロータリーの永遠のテーマですので、

今後とも月間に限らず応援をお願いいたします。 

さて、新たに RI で打ち出した新世代奉仕ですが、本クラブではこれ

を受け入れて５代奉仕とはせず、従来の４代奉仕の一つである社会奉

仕の中の小委員会であります新世代育成委員会が代わりに代行するこ

とで決定しております。したがって新世代育成委員会が新世代奉仕の

役目を担うわけですので、皆さんご了承ください。 

尚、９月 30 日のガバナー公式訪問は全国のロータリークラブにとっ

て周年行事を除く最高レベルの１日です。会員の皆様はこの日の重大

さを御汲み取り願い欠席者の無きようお願いいたします。 

本日は例年行っています、ガバナー公式訪問前のリハーサルを行い

たいと思いますので皆さんにかねてから願いをしていました事柄を発

表して頂きたいと思います。 

 

●幹事報告 漆原摂子幹事 
１．国際Ｒ第 2580 地区より 第 10 回囲碁将棋大会のお知らせ 

  10/22（土）東京市ヶ谷 日本囲碁会館 10：00 開会 

  参加希望者は幹事まで。 

２．第５分区情報研究会 10/17（月）ブルーベリーヒル勝浦にて 

  13：00～ 詳細は情報委員会より追って連絡します。 

３．9/21（水）勝浦警察署 秋の全国交通安全通勤出陣式 

  会長が参加予定、有志の方も参加をお願いします。 

４．本日例会終了後、理事会開催。 
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◆９月９日（金）のプログラム 
・ガバナー公式訪問前リハーサル 

 

 

 

◆９月の例会予定 

・９月 30 日（ガバナー公式訪問） 

 

◆10 月の例会予定 

≪職業奉仕月間、米山月間≫ 

・10 月７日（クラブフォーラム） 

・10 月 14 日（ゲスト卓話） 

・10 月 21 日（ゲスト卓話） 

・10 月 28 日（出張例会） 



 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

○国際奉仕委員会 関正夫担当理事 
国際奉仕委員会の主たる役目ではありませんけれど

も、長期青少年交換学生の募集というのが今までの活動

からしてもメイン事業です。本日正式に応募がありまし

た。今月 30 日に締め切りまして、来月の 9 日に選考試
験があります。会長にもその時はお願いしなければなり

ませんし、ぜひ合格するように皆さん影ながら応援して

ください。 
 それからロータリー財団は、皆さんからお金をいただ

くのが主な事業です。今年からは会費に含めて、気持ち

だけは寄付といったような形でいただきますのでよろ

しくお願いいたします。 
 

◇釜田英之ガバナー補佐 
 今年度のガバナーは、活動計画書は説得してくるの

で、それを読まないで欲しいとおっしゃっております。

もう勝浦の場合ですと 9 月 30 日、新年度がスタートし

て丸３ヶ月が経つわけですので既に計画を消化した事

業、それから計画を立案中の事業、それから立案はして

ないけれどこれはこういった形で達成していきたいと

いう具体策を述べてほしいとのこと。今聞いていました

ら、活動計画書を読むのではなくそれに沿った内容を話

していますのでガバナーもきっと喜ぶと思います。 

 それから会員研修の件なのですが、入会３年未満の会

員の退会率の高さを指摘されています。なのでその３年

間のなかでどのようにロータリーを理解してもらうか、

どう素晴らしいことをやっているのかというのをオリ

エンテーションで聞かれますので、やった内容について

話されるとガバナーもきっと喜ばれると思いますので

よろしくお願い致します。 
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【今週の一言】急に変わろうとすると、反動が必ずある。だからゆっくりと繰り返し反復し、習慣化するように

しましょう！ 

○社会奉仕委員会 牧野利美担当理事 
既に幹事の方から宿題をいただいて、各小委員長の

方々に答えを頂いておりますので、公式訪問の時には

私がまとめた形の話をしたいと思っておりますので

そういう形で聞いていただきたいと思います。 
 昨年定款細則を作りましたが、定款については５大

奉仕についてうたってありますが、細則につきまして

は４大奉仕ということで進めていきます。 
 各委員長さんからの報告書をそのまま申し上げま

すが、社会奉仕委員会の場合は社会奉仕の小委員会の

方がありました。それと学校の方からもきましたが、

インターアクトの委員会があります。 
 まず社会奉仕委員会の活動計画について進捗状況

はどうなんですかという事ですが、7 月 16 日にクリ

ーンキャンペーン南房総 2011 への参加との事で早朝

のごみ拾いに、20 名の会員の皆様に出ていただき、

暑い中頑張っていただいたという事が既に実施され

ています。プログラムの中ででも謳われていますが

10 月 14 日、新市長の猿田様をここにお呼びして、卓

話ということになっております。 

 その他に、恒例となっております官軍塚、八幡岬の

ウォーキングの話ですが、これもクリーンキャンペー

ン同様早朝です。それと桜を見るかどうかというもの

で開花状況によりますが、大体２月末頃を予定してお

ります。 

また、来年の２月に第３回の合同会議があり、来年

の５月には指導者の講習会等があるということで、イ

ンターアクトの方はかなり目まぐるしい事業を抱え

ているという事になっております。 

 そして、私が担当しているものでもうひとつ、新世

代の育成というものがあります。委員会としてはかな

り力を入れている部分であります。ロータリーの精神

を受け継ぐべき新世代の育成、そして健全な市民のリ

ーダーの育成を目的とした活動の支援をするという

事になっております。まだ委員会は開いておりません

が、10 月中には委員会を開き事業に邁進していくと

いう風になっております。 

 

出席報告 ９月９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 30 名 １名 ７名 81.58％ 

欠席：浅野玄航、石井美香子、内田秀実、小林悠基、 

吉野裕子、渡辺保、渡辺幸男 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ニコニコＢＯＸ 
○配偶者誕生日 
◆高山裕紹君 

 

家内のお祝いをしたいんですけど、皆さんにお祝いし

ていただきまして、どうもありがとうございました。 
 
◆渡邉昌俊君 
9 月 1 日で妻が 45 歳です。私と同級生になりました。

妻には一応、時計を買わせて頂きました 

 
○自主申告 
◆古川範男君 

 

72 歳、69 歳、65 歳、これはこの半年くらいのうちに

亡くなった私の親しい友人・知人の年齢です。共通項は、

３人とも大変なヘビースモーカーでした。そして、私の

身の近くにそういうタバコの害が及んだのは初めてな

のです。高木マサルさんは肺がん。あとの２人は、作業

をしている時に突然息苦しくなって倒れてそのまま緊

急入院、そして世を去る。この２人に何が起こったかと

聞いたら、タバコによって自律神経がおかしくなってい

て、防ぎようがなかったようです。身近に迫ってきてい

て、どうかこのロータリーの皆さんだけはタバコの害か

ら身を守っていただきたいと、痛切な思いで今日はここ

に立っております。どうか健康に気を付けてください。

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。  
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◆釜田英之君 

 
次回が勝浦の秋祭りで休会、その次は秋分の日で休

会で、30 日のガバナー公式訪問まで例会がないもので

すから本日の２次会で決定されたことに関してはご案

内がクラブから出ると思うのですけれども、公式訪問

終わりました後に交信会を予定しております。 

 それから 10 月 17 日、情報研究会を開催致します。

場所はブルーベリーヒルで、テーマは「ロータリーの

魅力、ロータリー財団とは」という形で情報研究会を

しようと思っています。入会５年未満の会員が対象で

すので、是非対象の方には多くのご出席をしていただ

けますように、予定を入れていただければ幸いでござ

います。 

 
◆関正己君 
今月はニコニコをやる機会が少ないものですから、

やはり協力しないと。それから、今情報委員長に申し

ておりますけれども新会員オリエンテーション、これ

を是非30日のガバナー公式訪問の前にやっていただき

たいという指示を出させていただきました。ですので、

新会員でなくても、もう少し詳しくロータリーを勉強

したいという方は積極的に参加してください。 

 

●クラブフォーラム 
○クラブ奉仕委員会（Ⅰ） 古川範男担当理事 
クラブ奉仕の最大の委員会は会員増強なのですけれ

ども、この７・８月というのはある意味で壮大なる戦

略を練る期間として時間をあたためてまいりました。

まだ会員増強の実績というのは見えてない訳ですけれ

ども、９月後半から 10 月にかけて風林火山のごとく一

気に会員増強に走りたいと、委員長、理事、あうんの

呼吸でそう思っております。 

どういう目標を掲げているかというのは、隙間を狙 



○職業奉仕委員会 水野敬泰担当理事 
 これまでに委員会の開催は何回やったかという問

い合わせです。これは１回だけしかやっておりませ

ん。と、言いましても冒頭に言いましたように担当理

事と委員長と二人が会えばすぐにでも委員会は開催

できるわけでありますので、途中で会った時でも開催

する、そういった感じです。 
 次に言われておりますのが、小委員会の活動計画の

進捗状況です。活動計画書と照らし合わせてご記入く

ださいという形でまいっております。これにつきまし

ては、４つのテストを毎月第２週にやりますよという

ように計画しておりました。 
 もう１点は、他の委員会の企画するものに対して協

力をしていくということです。会員としてはごく当た

り前の話でございますので、今までの形でいきます

と、社会奉仕で開催いたしましたクリーンキャンペー

ンへの協力です。特に中村委員長は先頭に立って積極

的に海の掃除に参加したわけでございます。すなわち

それも職業奉仕につながっていくであろうと考えて

おります。 
 昨年もブルーベリーヒルの協力によりまして料理

教室を開催いたしました。今年もどこかの小学校の高

学年を対象とした料理教室を開催したいと思ってお

ります。 
 もう１点、職場訪問、これはできればということで

すが、ロータリーの皆さんもなかなか忙しいもので実

現させることは難しいです。ぜひ職場訪問というよう

なことも実現できればと考えております。 

 例会に置きまして職業奉仕に関する事です。言って

みれば会員は皆職業を持っているわけですので、それ

に順ずる形での卓話、これをお願いするということで

す。一番大切なことは、職業奉仕というものの勉強、

これをしなくてはいけないのです。10 月は職業奉仕

月間です。しかし 10 月は日程がとれませんので、11

月に地区の委員をお呼びいたしまして職業奉仕の勉

強の卓話を開催する予定になっております。 

 職業奉仕こそロータリーの神髄だと思われますの

で、皆さまのご協力をお願い致します。 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

いたいというのがひとつある訳です。それは地域的に

言えばやはり御宿です。まだまだ御宿には開拓の余地

があるということです。それから女性です。やはり人

類の半分が女性であるのなら、半分が女性であっても

おかしくないのではないかという事で、女性をターゲ

ットにします。それから世代的には、若返りをはかり

たいです。この３つを目標に邁進していきたいという

風に思うわけですけれども、ここでひとつ会員増強に

携わる人の問題です。理事・委員長がただ一人二人入

れていてもだめですね。やはり会員全員が世の中全体

をそういう目で見て欲しいというわけです。 
 
○クラブ奉仕委員会（Ⅱ） 中村昇担当理事 
新年度になりまして早２ヶ月、担当理事として委員

会を開こうとは思っていたもののなかなかできず、時

間ばかりが過ぎてしまいました。10 月には開こうと

しているところでございます。 

 まずは出席率の向上でございますが、やはりひとつ

はＭＵが少ないということでございます。あとは会員

のひとりひとりのロータリーに対する意識がどれだ

けあるかということだと私は思います。そして、親睦

委員会の方でございますが、毎年 10 月・11 月の間に

１泊例会を実施しておりましたが、近年参加者の減少

が目立ちますので、今年は多くの会員・家族の方々が

参加できるような楽しい移動例会を企画しようと思

っているところでございます。 

 そしてプログラムの方にいたしましても、月に１度

の会員が本音で語り合えるようなそういう場を持ち

たいというのも会長の方針であり、年度初めのクラブ

協議会等のために８月の第１例会における会員増強

のテーマはフォーラムなどだけに留まっております

けれども、ゲスト奉仕卓話例会は実施されていないと

いう状況であります。そしてクラブ会報といたしまし

ては活動計画にうたわれている通り、その線で進めさ

せていただきたいと思っております。とにかく、来年

は 50 周年ですので、皆さんで盛り上げて精一杯 50

周年を迎えたいと思っておりますので、ひとつご協力

のほどよろしくお願い致します。 
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