THE WEEKLY NEWS OF FUTTSU-CHUO
率先しよう Lead The Way

残 心 に あ り
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№１９７６ 第１回例会 ２００６．７．６ 雨
点

鐘：永島 強 会長

進

行：渡辺 務 副ＳＡＡ

会長挨拶
永島 強 会長
皆様こんにちは、

ソング：君が代、奉仕の理想

2006-07 年度富津中央

お客様：佐久間清治 富津市長
緒形 弘 富津シティＲＣ会長

RC 初例会開催にあた

渡辺 敏 富津シティＲＣ幹事

り、佐久間市長様、富
津シティ RC 緒形会長

認証状引継

さん、渡辺幹事さんに
はお忙しい中お越し下
さいまして誠に有り難う
ございます。白石直前
会長さん、石渡直前幹事さんご苦労様でした。後を
継ぎ私と大網幹事が頑張って行きますので共々宜
しく御願い致します。
私がロータリーに入会させて頂いたのは、高島会
員が会長の年の８月２２日でもうじき丸１０年になりま
す。その秋に３０周年記念事業が催され、盛大な素
晴らしい式典であったことが未だにはっきり記憶に

白石幸久直前会長より、永島強新会長へ

残っております。又今年は、創立４０周年という記念
すべき年に伝統と実績のある富津中央ロータリーク

記念品贈呈

ラブの第４１代会長に就任させて頂き、責任の重さ

永島強会長より、白石幸久直前会長、及び石渡鋼

を痛感しております。先輩諸氏の築かれた伝統を

直前幹事へ。

敬い、善意と好意と微笑を絶やさず、私の構想を実
践し、良きロータリアンとしてロータリー活動の更な
る発展に取り組んでいく所存です。
2006-07 年度 RI 会長「ウイリアム・ビル・ボイド」氏
の本年度のテーマ『LEAD THE WAY（率先しよう）』
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を熟読し伝統ある富津中央ロータリークラブの代表

幹事挨拶
大網庄一郎 幹事

と云う重責にあたり奉仕の理想を鼓吹し育成するこ
とに、あらため思い致しながら、現在の日本の大人

今年度の幹事を仰せ

や未来を託する子供までも「前のめり、急ぎ足」の

つかりました大網です。

生き方に残心という言葉を思い出し、今年度当クラ

まさか 3 年目で幹事職

ブのテーマを『残心にあり』と決めました。

など考えてもいません

残心という言葉は、

でした。経験も知識も

～心残りの意ではなく、一事を成し終えたあとで

不十分ではありますが、

も緊張を持続し、反応を見極める。次に備える力の

明るいクラブ運営が出

蓄えた深い知恵の構え～

来ますよう永島会長の

武道に携われた方はよく耳にする言葉と思いま
すが、武道だけでなくテーブルマナーにも使われ、

もとで精一杯努力して
いく所存です。 一年間よろしくお願い致します。

食器やグラスを膳やテーブルに置く時、放す手に
少しだけ心を残すことが粗相する事も少なく、何事

幹事報告
大網庄一郎 幹事

にも通じる大切な事と聞かされました。今こそ必要
な心構えと考えます。先輩の足跡を受け継ぎ、伝統

地区よりセミナー開催の連絡。

を大切に、力を蓄え「決意を新たに率先して」地域

① クラブ奉仕委員会合同セミナー

社会に密着した活動を重ね、急がず、謙虚にロー

７月２２日(土) １３：００～１７：００

タリアンの使命を全う出来る様、心して次の活動方

グリーンタワー千葉

針を掲げ、頑張って行きたいと思います。

② 国際奉仕委員長セミナー

活動方針

８月４日(金) １４：００～１６：３０

♢ お互い善意と好意を持ち、微笑み絶やさず、

ザ・マンハッタン

心を持って地域のため、自分自身のため、尊敬
される奉仕活動の場を持つ。

名誉会員委嘱状奉呈

♢ 月一回（例会）は会員増強の状況報告。クラブ内
の情報交換の場を持つ。
♢ 会員お互い童心に返り、心の癒し、同士の絆を
高める親睦活動の場を持つ。
♢ 会員各自「会員増強」の四文字を常に頭の隅に
置き、知人、後継者、女性会員の入会を奨励
する。
♢ ロータリークラブ行事、会議に積極的に出席する
様奨励する。
♢ 環境の保全、文化の向上に目と耳を傾け綺麗な
地球を守る気持ちを奨励する。

永島会長より佐久間市長に名誉会員委嘱状呈上。

以上の活動計画を立てました。会員皆さんで知
恵を出し合い、心を持って地域社会に少しでも貢
献しましょう。
会員諸氏のご指導とご協力を宜しくお願い致し
ます。

御挨拶
佐久間清治 富津市長
皆さんこんにちは、昨年次に引き続き会員の委嘱
状を頂き有り難うございます。
白石、石渡直前会長・幹事には、一年間お疲れ
様でした。ホットしているのが顔から読み取れます。

ウィリアム・ビル・ボイドＲＩ会長の‘率先しよう’と、

新入会員紹介
永島 強 会長

永島新会長の‘残心にあり’とを行動テーマにした
新しい年次が始まりました。
酸いも甘いもかみ分ける永島会長と以前にも他ク

私と同じ宝竜寺で近所に住む三平滎男新会員を
紹介します。

ラブでのロータリアンであった大網幹事のもと、富

私と同じ６２歳です。今年３月までは富津市役所

津中央ＲＣの益々のご発展と会員皆様のご活躍を

に勤務。現在は家業農業を楽しんでおります。私と

祈念申し上げ挨拶と致します。

は地区行事、ボランティア行事、親睦行事等をいつ

今年一年よろしくお願いします。

も一緒に行動する間柄です。
６月初めの頃、飯倉会員より何度か入会を勧めた

御挨拶

ので近くの私からも是非勧めるようにとの連絡を頂
緒形 弘 富津シティＲＣ会長

永島会長、大網幹事、富津

き、早速行動し本日の良い日を迎えることが出来ま
した。私共々よろしくお願いします。

中央ＲＣの皆様０６～０７年度
第１回目例会おめでとう御座

三点セット贈呈
永島 強 会長

います。
本日は重要な例会にも拘わ
らず、貴重な時間を頂き挨拶
をさせていただき感謝致します。
富津シティＲＣは富津中央ＲＣの皆様、刈込特別
代表様の御指導のもと創立認証を受け早くも１５年
目を迎えることが出来ました。有り難うございます。
富津シティＲＣは本年富津中央ＲＣ、富津ＲＣ会
員の皆様、会長幹事各委員長の方々の御指導の
もと各事業を推進して参りますのでよろしく。
１．市内３クラブとの合同事業の模索、合同例会
１．分区内クラブとの友好交流を深める
１．友好クラブとの交流、合同例会開催
１．桜の森の見直しと充実、拡大、市民の参加
１．夜間例会の炉辺会談化 クラブライフを楽しく
以上皆様方の参加と協力をお願い致します
０６～７年度中央ＲＣ会員の皆様、永島丸のご活
躍、ご来賓の佐久間市長様ご活躍御健勝、を祈念
してまとまりませんが御挨拶とさせていただきます。
渡辺 敏 富津シティＲＣ幹事
昨日、富津シティＲＣの初例
会で無事初幹事役を過ごして

三平新会員にバッジ、綱領、四つのテストが贈呈
された。

きました。 順番で回ってきた
幹事役ですが、全力を尽くし

新会員挨拶

なんとか一年間過ごしたいと

三平滎男 会員

考えています。会長が模索中

只今御紹介を頂きました三平です。この度富津中

の３クラブ合同事業もよろしくお願いします。

央ロータリークラブの入会につき皆様方のご承認を

頂き有り難うございます。私は永年行政に携わって

佐藤信泰、原田雅式、高橋裕之、渡辺 務、

参りました。その間多くの方々にご支援、ご指導を

小野恒靖、高島治雄、平川恵敏、志波 克

頂きました。退任を契機に今までお世話になった地

以上、祝新年度、お客様ご来駕に感謝、三平会員

域にロータリークラブの活動を通じて出来る限りの

祝入会。

奉仕をして参りたいと思っております。

＊好二次会人達

会長・幹事慰労会二次会残金

先輩会員皆様のご指導を宜しくお願い致します。

委員会報告

＊＞1,000

合計 28,000 円

出席報告

会報について

飯倉清種 出席委員
白石幸久 直前会長

区分

会員数

出席

欠席

前回の最終例会で言い忘れたのですが、今年に

今回

２３

２３

０

100%

入り会報が手作りになってから、文字の正確さ、写

前回

２３

２３

０

100%

MakeUp

出席率

真の美しさが見違えるように良くなりました。
会報委員の努力に感謝します。

近隣クラブ例会日(括弧書き以外 12:30)

ガラクタコンサート実行委員会

月

君津、袖ヶ浦

火

富津(最終例会 18:30)

渡辺 務 実行委員長

水

木更津東(18:30)、富津シティ(18:00)

来る７月１１日(火)PM7：00 より、第 3 回のガラクタ

木

上総(18:30)、木更津

コンサート実行委員会を開催します。

君津 RC

ホテル千成

場所は、さゞ波館で、終了後希望者だけで簡単な
懇親会を開こうと思います。

0439-52-8511
袖ヶ浦 RC

レストランすずとみ

皆さんぜひご参加ください。

0438-60-1129
富津 RC

山の上ホテル

ヴィジターフィー

0439-67-0388
小野恒靖 親睦委員長

佐久間清治

名誉会員

緒形

弘

富津シティ RC 会長

渡辺

敏

富津シティ RC 幹事

木更津東 RC

0438-23-0211
富津シティ RC

ホテル喜楽館
0439-87-4126

上総 RC
ニコニコ BOX

割烹旅館 山徳
0439-27-2003

小野恒靖 親睦委員長
緒形

ホテルロイヤルヒルズ八宝苑

弘

木更津 RC

永島年度のスタートを祝し、クラブの

東京ベイプラザホテル
0438-25-8888

活発な活動を祈念します。また今後
のご支援ご指導を願います。
渡辺 敏
＊永島

〃

強

〃

あとがき：

今年度会報の表紙をどうするか検討会

を開き、会長名、ターゲット、年度の他に右下のス

今年度会長を務めさせて頂きます。

ケッチを替える事に決めました。 と言ってもスケッ

皆様方のご指導ご協力を願います。

チは自分達で描けないので、又佐藤会員にお願い

又、白石直前会長、石渡直前幹事

しました。大貫方面から見た富津岬で、途中に

のご苦労に感謝。

06/6/8 週報で紹介したハマヒルガオの群生地布引

＊大網庄一郎

本年度１年間宜しく願います。

白石幸久、＊石渡 鋼、町澤清太郎、刈込碩弥、
＊松田和雄、千葉一利、伊藤一夫、飯倉清種、

海岸があります。又埋め草用のスケッチも追加で頂
きました。有り難うございました。(会報委員会)

