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№１９７７ 第２回例会 ２００６．７．１３ 晴
点

鐘：永島 強 会長

会長報告

進

行：渡辺 務 副 SAA

理事会結果
１． ７月行事予定

ソング：我らの生業
お客様：白熊 大 第４分区ガバナー補佐

１３日 誕生祝、各委員長の活動計画発表、
ガバナー補佐公式訪問

梅原正一 第４分区幹事

２０日 各委員長の活動計画発表

会長挨拶

２７日 ガラクタコンサート実行委員会準備会
永島 強 会長

皆様今日は、蒸し暑いはっきりしない天気が続い
ている様ですが、今年の夏はどうでしょうか……。

２． 創立４０周年記念
♢ 記念行事は行わず、記念誌を作成する。
♢ 小委員会を設立する。

お客様を紹介します。第４分区ガバナー補佐の

３． 富津地区３クラブ会長幹事会結果

白熊様と、分区幹事の梅原様です。ようこそお出で

♢ 社会奉仕活動を共同で実施する。

下さいました。お待ちしておりました。

♢ 野球の後援も共同で行う。

７月１３日は迎え盆１６日は送り盆で、１５日を中心
に１３日～１６日の４日間はお盆の時期です。但しこ

♢ 各クラブの催し物に互いに参加する。
４． 会計の鈴木一彦（君津信用組合支店長）君が

の辺地域では月遅れの８月１５日を中心にお盆を

組合の都合で退会しましたので、後任会計

行う事が多い様です。お盆はサンスクリット語ウラバ

として、金融機関勤務経験の長い原田雅式君

う ら ぼ ん え

ンナの音訳、盂蘭盆会の略で、ウラバンナとは地獄

を推薦しますのでご承認下さい。

や餓鬼道に落ちて逆さづりにされ苦しんでいる人を

――全員賛成にて承認。――

救うための供養を営むことです。

５． 例会終了後委員長会議を行います。

日本古来の祖霊祭、先祖の霊を家々に迎えもて
なして送り返す行事だった盆ですが、今では働く人

幹事報告
大網庄一郎 幹事

はこの時期盆休みとして故郷のある人は帰るなど、
私達の生活の中にしっかり根ざし夏の季節の節目
となっています。

１．地区ロータリー情報研究会の開催案内
日

時：9 月 17 日(日)

場

所：木更津市 東京ベイプラザホテル
4 グループで開催

〒293-0042 富津市小久保２８６８
さゞ波館
Sazanami-kan
2868 Kokubo Futtsu-shi Chiba-ken,
Zip code 293-0042
Tel.0439-65-3373 Fax 0439-65-3304

参加者：入会歴の浅い会員 7 人程度
２．第３６回君津地方中学校英語コンテストの案内
9 月 20 日 木更津市民総合福祉会館
３．例会変更

ータリーの良さの一面なのではないでしょうか。
白鳥ガバナーはＲＩのテーマ「率先しよう」を、７つ
の項目の地区目標として掲げましたが、この内容は、
「ロータリーとは何か」をガバナー自身が再認識して

上総ＲＣ

いるものだと思います。しかし、個々のクラブが怠け

7/27 夜間例会にて新旧会長幹事慰労会
木更津東ＲＣ

ていると一度も感じたことはありませんから、我々ク
ラブはその内の幾つかでも、「得意技」を選んで活

7/26 大田山公園清掃

動していければ充分でしょう。とは言うものの、ガバ

8/9 納涼夜間家族例会

ナーの気持ちも理解できます（つもりです）。特に１

8/16 老人福祉センター清掃

と２の項目に現れていると私自身は思っています。

４．事務所変更
富津シティＲＣ

「クラブの活性化」「会員増強」の項目ですが、ここ
新：ホテル喜楽館

5．週報受領

数年の会員減少傾向を見ていて、この二つは切り
離せないものであることを感じます。勿論世間の景

富津シティＲＣ

気の動向とは無縁ではないでしょうが、例えば入会

６．第２７９０地区・地区大会の案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ受領

した直後からロータリーの楽しさや仲間の気持ち、

日時：１０月２８日(土)・２９日(日)

或いは修練の場でもあることを実感できれば、そん

会場：ホテルニューオータニ幕張

なに簡単に退会できるものではないとガバナー自

記念ゴルフ大会：１０月２日(月) 鶴舞 CC

身が感じているのではないか。言外にそんなことを
感じます。ロータリーは素晴らしい。だから周りに伝

ご挨拶

えて欲しい。良い仲間を増やして欲しい、と言って
白熊 大 第４分区ガバナー補佐

５月に泉直前補佐に同行して、ずいぶん勝手な

いるのです。
ロータリアンが素敵な人達だと言うことを、今年の

挨拶をさせていただ

４月にクラブの親睦旅行で訪れた沖縄でまた感じて

き大変失礼を致しま

しまいました。現地の那覇東クラブとの交流会を持

した。本日は梅原正

ったわけですが、周年記念式典を直前しながらもき

一分区幹事も同行し

ちんと対応していただき、充分に親睦を深め、ロー

て、あらためて御挨

タリアンを通して本当の沖縄の一部を知ることが出

拶に参りました。

来ました。手紙の一部にこんな事が書かれていまし

ロータリーの諸先

た。「沖縄県のロータリークラブと千葉県のロータリ

輩・大先輩を前にし

ークラブの交流という形式的なものではなく、個々

て、補佐としてお話

の人間がロータリーの絆を通じて友情が芽生えて

しをしなければならないという私としては少々つらい

いければこんな素敵なことはない・・・」私の気持ち

立場に立たされております。頼りにしているのはこ

そのままでした。

の分区の、以前から感じている「和」です。前年度

こういう仲間の輪(和)が広がれば、もっと面白いこ

にクラブ会長をさせていただいたことで、今まで以

とが出来ると信じつつ、この一年間何が出来るかま

上にお知り合いになる機会もふえたことが、現在の

だ考えていますが、「クラブの活性化」が「地域の活

私の活力のもとになっていると思います。

性化」につながることをも期待して、とにかく頑張っ

実は昨年度、私共は各クラブの訪問計画を考え
ていたのですが、二人の予定がうまく調整できず結
局実行できませんでした。しかし、こうして他のクラ
ブを訪問させていただくと、多くの示唆を受けると同
時に何か励ましをも頂いているような気がします。ロ

て務めていきたいと思いますので宜しくお願い致し
ます。

梅原正一 第４分区幹事

出席報告
飯倉清種 出席委員

梅原幹事より丁重なご

区分

会員数

出席

欠席

挨拶をいただきました。

今回

２３

２０

３

86.96%

一年間よろしくお願い

前回

２３

２３

０

100%

MakeUp

出席率

します。
近隣クラブ例会日(括弧書き以外 12:30)

活動計画発表

月

君津、袖ヶ浦

火

富津(最終例会 18:30)

水

木更津東(18:30)、富津シティ(18:00)

木

上総、木更津

親睦委員会
小野恒靖 委員長

君津 RC

ホテル千成
0439-52-8511

会員選考・増強委員会

袖ヶ浦 RC

レストランすずとみ

町澤清太郎 委員長

0438-60-1129
富津 RC

山の上ホテル

職業分類委員会

0439-67-0388

高島治雄 委員長

木更津東 RC

ホテルロイヤルヒルズ八宝苑
0438-23-0211

上記３委員会より活動計画書に基づき発表が行わ

富津シティ RC

ホテル喜楽館

れました。

0439-87-4126
上総 RC

ガラクタコンサート実行委員会

0439-27-2003
渡辺 務 委員長

７月１１日(火)１９：００からさゞ波館で開催し、原田会
員進行のもと、コンサートの流れから細部の割り当
てまでの打合せを行った。
次の打合会は、
７月２１日(金)１９：００から中央公民館 及び
８月１１日(金)１９：００から中央公民館 です。
多数会員の出席を期待します。
ニコニコ BOX
＊白熊 大
＊梅原正一

お世話になります、今後も宜しく。
〃

〃

三井 進

モンゴルに無事ﾚｽﾄﾗﾝをｵｰﾌﾟﾝ

＊榎本守男

連続欠席で申し訳ない。

永島 強

白熊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、梅原幹事を歓迎

大網庄一郎

〃

〃

白石幸久

〃

〃

＊＞1,000 円

割烹旅館 山徳

合計 11,000 円

木更津 RC

東京ベイプラザホテル
0438-25-8888

