
◆会長挨拶 中村昇会長

皆さんこんにちは。今月は家族月間です。次週は年次総会で御座います。多くの

会員の出席をお願いいたします。次週の年次総会で中村 次年度の理事・役員が

目出度く承認される予定です。

役員の皆様方には、これから春にかけてじっくりと新しい夢を育んで頂きたいと

思います。本日例会後第５分区の第 2回目の会長、幹事、地区委員会合同例会が

千倉の「魚拓荘鈴木屋」で開催されます。

また、12月 8 日に会員の渡邉ヒロ子さん率いる勝浦アンサンブル同好会により

ます一万人チャリティーコンサートが国際武道大学にて開催されます。ご近所お

誘いの上、お越しくださいますようお願いいたします。

いよいよ師走、忘年会シーズンの 12 月です。普段よりもお酒を飲む機会が増え

る事でしょう。江戸時代中期に、武士の心得として、佐賀藩士の山本常朝が書き

残した「葉隠」には、酒席での心得を示した一文があります。「酒というものは、

打上がり綺麗にしてこそ酒にてあれ。気が付かねばいやしく見ゆるなり」ここで

は、だらだらといつまでも飲むのではなく、綺麗に切り上げることの大切さを述

べています。楽しい時間は過ぎるのが早いもの。しかし、時間にはケジメをつけ

ることが社会人としての酒席のマナーではないでしょうか。また、お酒の飲み方

で、その人柄がわかるとも記されています。お酒は陽気な気分にさせる一方で、

冷静な判断を鈍らせることもあります。酒は飲んでも、飲まれないこと。「葉隠」

には「公界物なり」として、酒席も公の場であることを示す文章もあります。マ

ナーをわきまえ、美味しく楽しく酒を味わい、一年の労を労いましょう。 勝浦

ロータリアンの皆さんも酒を飲む機会に恵まれていると思いますが、この葉隠に

示されているように「酒を飲んでも飲まれないよう配意して行くことが他に範を

示していくロータリアンの立場から考えると当たり前の様であります。しかし、

我々は凡人、ついつい分っていても飲み過ぎてしまう傾向にあります。ここは自

分自身の気持ちの持ちようで何ともなるようですので注意心がけて参りましょ

う。「やってよかった」「今年も有難う」と思えるような穏やかな清々しい忘年会

で占めたいものです。   
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◆報告内容

12 月６日（金）

ロータリー財団地区委員

白鳥政孝 パストガバナー

◆本日の例会

12 月 13 日（金）クラブ年次総会

◆次回例会

12 月 20 日（金）ゲスト卓話

太田美千代氏「健康寿命を伸ばす

体力作り」

12 月 25 日（水）クリスマス家族例会

12 月 27 日（金）休会／25 日に振替
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◆ＲＬＩ実行委員の委嘱状授与

白鳥パストガバナーから関一憲君へ

◆奨学金授与 ラヒムトラ君へ

文化遺産の金閣寺・銀閣寺を初めて見ました。綺麗な景

色と伝統的な建物と文化遺産の仏像など見て、本当に感

動しました。あらためて古川様に心から感謝します

◆幹事報告 小林悠紀 幹事

1) 地区よりガバナー月信が届いております。みなさま

ご一読ください。

2) 例会変更のお知らせ

① 館山ＲＣ・・18 日の家族例会 18 時点鐘に変更

        場所：南房総富浦ロイヤルホテル

② 鴨川ＲＣ・・17 日の家族例会 18 時半点鐘

場所：鴨川シーワールドホテル／31 日は休会

③ 千倉ＲＣ・・20 日の家族例会 18 時半点鐘

場所：魚拓荘鈴木屋／27 日は休会

◆委員会報告 古川範男 青少年奉仕委員長

米山記念奨学会カ

ウンセラーの立場

から、一言お話さ

せて、いただきま

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：0470-99-9999  勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura-rc.org

本物の日本を見てもらいたいと思い、京都・奈良をご案

内いたしました。小学２年生のお嬢様は奈良公園のシカ

と大変仲良くなったようで嬉しく思いました。参考まで

に．．．ディズニーランドと京都は土日に行くものでは

ありません。そんな中でも、ラヒムトラ君は古寺、庭園、

仏像を見て大変感動してくれました。さらに、より良き

日本をご案内するため、また、文化遺産として認定され

た日本のおもてなし、日本の料理を味わっていただくた

めの良いアイディアがありましたら、どご紹介ください。

◆委員会報告 水野敬泰 社会奉仕担当理事

１回目の報告が 87,505 個、ワクチンにして 101.8 人分、

この後も引き続き、宜しくお願いいたします。

いんべやぁフェスタが開催された時に那智勝浦、徳島の

勝浦も参加してくれて特産店を出しておりました。挨拶

に伺った折に買いました那智勝浦産のゴマが大変美味し

かったので、昨日届くようにお願いし、持ってきました。

◆ニコニコＢＯＸ

◇本人誕生日 ＆ 結婚記念日 渡辺幸男 様

◇本人誕生日 中村満 様

いつもお世話になっ

ています。有難うご

ざいます。先週の土

曜・日曜に古川様の

ご招待で京都・奈良

に行って来ました。

今日は、非常にたく

さんのエコキャッ

プを持ってきてい

ただき有難うござ

います。Ｂ－１グラ

ンプリから始めた

エコキャップ集め

11 月の例会を欠席してし

まい申し訳ありませんで

した。70 歳になりました。

さらに 10 歳上の先輩を

見習い、目標にして頑張

りたいと思います。45 回

目の結婚記念日です。

有難うございました。

昨日からお祝いで飲ん

で、今日もまた．．．

皆さんとともに、歳を

重ねていきたいと思い

ますので、宜しくお願

いいたします。



◇結婚記念日 高梨薫敏 様

◆卓話者の紹介 千葉正徳 様

短い時間ですが、ポリオの過去・現在・これからについて頭

の中に吸収していただいて、どのような活動していけばよい

のか感じていただきたいと思います。宜しくお願い致します

◆ゲスト卓話 白鳥政孝パストガバナー

『世界からポリオをなくそう ポリオを撲滅できるのか』

ですから、今日はお伺いすることを大変楽しみにしてまいり

ました。では、始めさせていただきます。

私は、END POLIO NOW のバッジをつけています。ポリオ

なんて無くしてしまおう、と言うものです。

ロータリーは、ポリオ撲滅にかかわってから、実に 28 年が

経過しています。いくらロータリーが史上最大のプロジェク

トとはいえ、はたしてポリオの撲滅が本当にできるのか？と

いう疑問があります。今、ポリオの撲滅『あと少し』“This  

Close”のところにきているのが現況ですが、さらに撲滅す

るには、多くの資金を必要とするので、そのために皆さんに

寄付や募金をお願いすることが、本日の卓話でございま

す。まずは、ポリオとは何かを説明いたします。ポリオ

とは小児麻痺のことです。ポリオのウィルスは人間の腸

に宿ります。糞から経口感染し、身体麻痺の深刻な後遺

症をもたらす伝染病です。5 歳未満の乳幼児に感染しや

すい伝染病で、その後遺症は治療では治すことができな

い恐ろしい感染症です。

予防には生ワクチンの投与を厳重な管理の下、一斉に予

防接種しなければなりません。一人でも投与し損なって

はなりません。経口ポリオ・ワクチンの投与は効果的で、

安価で医師でなくても投与できるので、一斉に広範囲に

わたり摂取できます。しかし、このワクチンの製造、投

与、輸送、保存、管理には莫大な費用と人手が必要にな

ります。僻地に行けば行くほど資金がかさみます。

・・・ポリオの恐ろしさ、ロータリアンの世界の各機関

への働きかけや、ロータリアンとポリオとの闘いについ

て大変貴重なお話をいただきました。（本日の卓話の参

考資料は小林幹事まで）

◆出席報告 手塚明宏 委員長 １２月６日（金）

会員数 ３８名

出席者 ２５名 欠席者  ４名

ＭＵ数 ９名 出席率 ８９．４７％

12 月 2 日で 40 回目の

結婚記念日です。

12 月 2 日も見方によれ

ば『い－ふうふ』の日

となりますが、『い』が

一つ足りない。あと 10 年

がんばれば、いい夫婦に

なれるかな？と思って

おります。

待ちに待った卓話

が、実現できること

になりました。

第 1ゾーン EPNC の

白鳥政孝様をご紹

介いたします。

こちらのクラブには、い

ろいろな思い出がありま

す。50 周年での国際武道

大学で寒かったこと、そ

の後のパーティーが素晴

らしかったこと．．．．．

『ポリオ撲滅』

勝浦 RC の取組み

エコキャップ集め

「みなさんの協力

で、こんなに沢山

集まりました」


