
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガバナー公式訪問 
（１２：３０） 

会長 点鐘 

国家 斉唱 

ロータリーソング 斉唱 

ゲスト及びビジター紹介（会長より） 

会食 

（１２：５０） 

会長 挨拶 

●会長挨拶 関正己会長 

 

皆さん、こんにちは。挨拶の前にガバナー、ガバナー補佐、会長・

幹事、会長エレクトの５名による事前懇談会が、和やかに、スムース

に終了した事を報告いたします。 

これも偏に理事、委員長、会員の皆様のおかげと感謝しています。

本日のガバナー公式訪問は第2790地区第５分区勝浦ロータリークラブ

にとって単年度に於いての例会日の中で一番大事な例会日でありま

す。そして今日は分区内に於いて５番目のガバナー公式訪問という事

です。 

クラブ協議会後にガバナーを囲む懇親会がありますことは、すでに

周知のとおりですが、今日の懇親会はガバナー補佐輩出クラブとあり

まして、この勝浦 RC に６クラブ会長、幹事、地区委員の皆様が全員お

集まりに成る予定です。特に今回の様に自クラブ例会後の懇親会に於

いて他クラブの会員の方々と親睦を深められる機会はあまり無いと思

いますので、是非、懇親会では思う存分親睦を深めるようにしてくだ

さい。 

取るに足らない事かもしれませんが、一つの良い例を挙げますと、

鋸南 RC さん、先般真夏の洋上例会にオファーが有り勝浦 RC から 5名

出席しました。大変歓待を受けたわけですが、その時のお礼も兼ねて

か、二次会の出席を早々と表明して頂くなど、お互いの親睦に依る、

義理をしっかりとわきまえた絆を実感しているところです。 

短い挨拶ですが本日も宜しくお願いします。 
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◆９月 30 日（金）のプログラム 
・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） 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●幹事報告 漆原摂子幹事 
１．国際Ｒ日本事務局より、 10 月ロータリーレート 

１ドル＝78 円 

２．鋸南ＲＣ 創立４５周年記念式典開催のご案内 

  12 月４日（日）13：00 登録 13：30 点鐘 登録料

１名１万円 

３．千倉ＲＣより 例会変更のお知らせ 

  10 月 14 日（金）の通常例会は、17 日（月）のロー

タリー情報研究会へ振替。 

 

●クラブ協議会会長挨拶 
今日は、日ごろ皆さんが忙しく職業奉仕をなされてい

る中で、時間を割いてクラブ活動計画案を練っていただ

き、更に先日２か月を経過した時点の進捗状況の報告を

いただきました。 

その中で感じた事は、本年度は例年とは少し違い、と

言いますのは、3・11 の震災、またそれに追い討ちをか

けるように発生しました、原発事故による国内の混乱な

どの後遺症をもろに受け、観光、或いは漁業で成り立っ

ているこの勝浦市にも大きなダメージがあり、皆さん

が、当初思ったような活躍ができなかったことがうかが

えます。 

その代わり義捐金、援助物資など、社会奉仕の行為に

傾注された事は言うまでもありません。一方クラブ内で

はオリエンテーション、小委員会開催など粛々と進めら

れてはいますが、まだまだ、エンジンが温まっていない

気がします。今日で勝浦 RC49 期の４半期が終わります。

そして、その日にガバナー公式訪問です。何かの因縁と

考えざるを得ません。活動計画書に挙げた内容は、政権

のマニフェストとは異質で票を取りつける必要はあり

ません。良い案件が持ち上がりましたらどんどん委員会

に於いて揉んで、理事会に案件を提出し、そろそろ実行

に移そうではありませんか。 

本日は、せっかくのガバナー公式訪問です、日ごろの

疑問点などありましたら、後程質問しご教示いただきた

いと思います。 

それではガバナー山田修平様、後程、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。  
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【ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問・ｸﾗﾌﾞ協議会・合同懇親会式次第】 

≪11:10 ～12:10≫ 

○ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・会長・幹事懇親会（次期会

長・幹事 出席可） 

 

≪12:30～13:30≫ 

○通常例会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ卓話 25 分） 

 

～休憩～ ◎休憩時間を利用しｶﾞﾊﾞﾅｰを囲み記念撮影 

 

≪13:40～15：10≫ 

○クラブ協議会 

ｸﾗﾌﾞ協議会 司会進行 （幹事）漆原 摂子君 

ｸﾗﾌﾞ協議会 開会挨拶 （会長）関  正己君 

S・A・A            池田 哲夫君 

ｸﾗﾌﾞ奉仕（Ⅰ）  （担当理事）古川 範男君 

ｸﾗﾌﾞ奉仕（Ⅱ）  （担当理事）中村  昇君 

～ｶﾞﾊﾞﾅｰ講評・質疑・応答～ 

職業奉仕     （担当理事）水野 敬泰君 

社会奉仕     （担当理事）牧野 利美君 

～ｶﾞﾊﾞﾅｰ講評・質疑・応答～ 

国際奉仕     （担当理事）関  正夫君 

～ｶﾞﾊﾞﾅｰ講評・質疑・応答～ 

会長謝辞       （会長）関  正己君 

ｸﾗﾌﾞ協議会閉会挨拶（直前会長）関  一憲君 

〔協 議 会 閉 会〕 

 

～休憩～◎懇親会準備の為休憩 

 

≪15:20～17:20≫ 

○ｶﾞﾊﾞﾅｰを囲む６クラブ合同懇親会 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ歓迎懇親会 司会進行（親睦委員会委員長） 

               池田 哲夫君 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐謝辞 （ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐）釜田 英之君 

乾杯発声（勝浦ｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ）小島 幸雄君 

～6 ｸﾗﾌﾞ 合同懇談～ 

手に手つないで  （ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）中村  昇君 

閉会の挨拶    （会長ﾉﾐﾆｰ）中村  昇君 

〔閉     会〕 



◆高梨薫敏君 
 先ほどは誕生祝いありがとうございました。実は私の

長男に子ができました。鹿児島でお産したのですが、大

知という名前を付けました。次男のところの子が 10 月 1

日に生まれる予定です。 

 
◆齋藤麻美子君 
 先週、３人目の孫が生まれました。３人とも女の子で

ございます。齋藤家は７人目の女の子ということで、主

人以外は大喜びです。 
 
◆渡邉ヒロ子君 
 私にとっても明日はおめでたい日なので、前に出させ

ていただきました。「デジ丸」というパソコンと携帯の部

門が明日開店で、セイジョー駐車場にあるお花屋さんが

あった場所に出店です。今日も商品を一生懸命並べてい

るところで、建物は千葉さんの設計ということで 20 年経

ってもしっかりしています。明日から５日間キャンペー

ンもやっております。 
 
◆漆原摂子君 
 女性が立て続けに出ましたので私も遅れをとらずに入

れさせていただきました。今日は山田ガバナーをお迎え

しての例会、クラブ協議会、交信会と長く続くと思いま

すが皆さまどうぞよろしくお願い致します。 
 
◆関正己君 
 この８月、９月と例会が少なかったのですが、今日ガ

バナー公式訪問例会が、ぶっつけ本番です。その少ない

なかでニコニコが非常に少なく、そして今日はなぜか万

札ラッシュで、ここはやらざるを得ないかと。 
 
◆関正夫君 
 ロータリークラブで大変お世話になった私の娘、よう

こが明日実は結婚式なのです。ロータリーでニュージー

ンランドに１年間行かせて頂き、非常に成長したのでは

ないかと思います。３人目で初めて花嫁の父を演じる訳

ですけれども、多分明日は泣くんじゃないかと思います。

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

●ニコニコＢＯＸ 
○本人誕生日 
◆高梨薫敏君 

 
69 歳となりました。60 代最後の一年です。たいし

て感慨もないのですが、年寄りになったなあと感じて

おります。 

 
○配偶者誕生日 
◆村石愛二君 

 

色々報告はありますが、ひとまず御礼だけ。 
 
○自主申告 
◆古川範男君 
私は 63歳ですが、60年以上生きていると色々見え

てくることがあります。極めて単純な方程式があるの

ですが、エネルギーとは、物体の質量×光のスピード

の二乗という式で人類最高の頭脳と言われるアイン

シュタインが発見した法則です。光を超えるものはな

く、そしてこの物理学の大抵が全部この世の中を支配

していると、私もずっと信じてきました。ところが３

日前、光を超える速さを計測した物質が出てきまし

た。これほど単純明快で美しい式はないと思うのです

が、これが使えなくなるかもしれないという大変な時

期を迎えています。逆に、光を超えるものが出たとい

うことは、理屈で言うともし光を超えるものに乗った

とすれば自分の過去の光をとらえる事ができるとい

う事なので、これはＳＦの世界にもつながってくる話

です。 



 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

ロータリーの友の会10月号の６ページに黒田さんの記

事が掲載されています。素晴らしい内容でありますので、

ぜひ精読して欲しいとおもいます。 

 会員研修の充実についてお話します。宮崎さんが「山

田さん、私が入会した頃は、例会にはクラブの定款と細

則を持ち寄ったもんだよ。」と、こういう話をしていただ

きました。どのくらいの頻度なのかも聞きませんでした

けれども、要は新しいクラブができて、そこでロータリ

ークラブとは何なのだろうと、皆さんで研究し合ったと

思うのです。ですから創立当時の皆さんはロータリーに

精通していると思います。私はロータリーについて話し

ていると楽しいのです。ところが、楽しむという意味が、

どうも娯楽的に楽しむという風に変わってきてしまった

と思うのです。親睦ももちろん大事ですが、そういう意

味ではない楽しみへと変えていって欲しいと思います。

 地区のなかには会員数が少なく活気がないクラブもあ

ります。そういうクラブをなんとか活気づけようと、そ

れがガバナーの重要な役割だと思います。活気がないク

ラブは、お金があまりなく、入る人も少なくなり、どん

どん衰退してしまいます。 
 最後に、今年度のガバナー補佐の釜田さんは本当に素

晴らしいです。補佐は 14 人居ますがその中でもピカイチ

だと思っております。ありがとうございます。 
 
≪会長謝辞≫ 
 山田修平ガバナー、どうもありがとうございました。

会員増強について熱く語っていただきました。みなさん

もこれを聞いて頑張ってほしいと思います。 
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【今週の一言】中小企業の場合、経営者よりレベルの上の人材はなかなか存在しないし、レベルが上になると退

職してしまう。よって社員のレベルを上げようとするならば、経営者のレベルを上げていかないとならない。 

●山田ガバナー卓話 

 
こんにちは、ガバナーの山田修平です。私は木更津東

ロータリークラブに所属しております。勝浦ロータリー

クラブには２回目の訪問です。 
会長幹事との懇談を午前中に行いました。勝浦ロータ

リークラブは素晴らしいクラブだなあと感じておりま

す。特に今年度の委員会構成表を見ますと、クラブアド

バイザーという制度がありました。他の地区内にこうい

う制度を設置しているところはきっと他にはないので

はないかと思います。 
 私が一番願っている目標が、ロータリーの会員全員が

ロータリーに精通してもらいたい、というのをまずは挙

げさせていただいております。そのために 10 項目の重

点目標をかかげておりますが、その中で一番力を入れて

もらいたいのが会員増強です。その次に会員研修の充実

です。ロータリー情報委員会ですとか、その委員会の役

割は全会員の研修に当たることが一番大切なことでは

ないかと思います。この一年間を見ますと、クラブフォ

ーラムやクラブ協議会がたくさん用意されています。大

変素晴らしいことだと思います。 

 中には入ったばかりの新会員の方で、ロータリーのこ

とが全くわからない方もおられるかもしれません。しか

し重要なことは、同じテーブルについている話を聞くこ

とだと思うのです。それによって、ロータリーの事がだ

んだんわかってくると思います。そういう例会をぜひや

っていただきたいと話しておりました。それを既にもう

実施している勝浦ロータリークラブは素晴らしいと感

じました。 
 市川ロータリークラブは、新会員の入会条件は、例会

に必ず出席することとしています。そして欠席する際

は、必ずメイキャップするようにしています。この条件

を満たせない会員は入会させないとしているのです。 

出席報告 ９月 30 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 27 名 ３名 ８名 78.95％ 

欠席：浅野玄航、内田秀実、小林悠紀、斎藤義典、

高山裕紹、西川佳璋、林重利、渡辺保 


