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た。私達の会員でもある兒玉英子園長挨拶と越川
信一銚子市長の来賓挨拶に続き、紅睦会による勇
壮な鳴り物で盆踊り大会が始まりました。大漁節・
やっぺ踊り等、越川信一市長も一生懸命踊ってお
りました。私は初めてお邪魔しましたが、兒玉英
子園長のバイタリティー溢れる行動力と皆さん
に対する思いやりそして福祉に対する職業奉仕の
姿勢、大変勉強になり感動いたしました。帰りに
屋台のたい焼きを1個頂いてきました。美味しか
ったです。有難う御座いました。
7月22日月曜日、銚子大橋の交差点にて、夏の

交通安全運動に参加してきました。夏の交通安全
運動の期間は、7月20日㈯から7月31日㈬までの
12日間です。
夏の交通安全運動の目的は、夏休みに入るこの
時期は、子供たちや若者の開放感から起こる事故
や夏の行楽シーズンに伴う交通量の増加などによ
る事故の多発が懸念されます。依然として高齢者
が被害にあう交通事故が多発しています。事故を
起こさないだけではなく、事故にあわないために
も、一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、交
通事故防止の徹底を図ることを目的に実施されて
います。

皆さんこんにちは。
7月21日日曜日さざ
んか園納涼盆踊り大
会に御邪魔してきま
した。当日は大変良い
天候に恵まれて、大勢
の人が集まりました。
さざんか園の納涼盆踊
り大会は今年で24回目だそうです。入園している
方は約90名ぐらい居るそうです。その御家族・
親戚・市内の福祉関係の方々、そして越川信一市
長と大勢の方で2階の大ホールは満席となりまし

今週のプログラム

『男女共同参画社会について』

　銚子市役所地域協働課
　　　飯　森　美千代　様

前回の例会報告（7月24日）

点鐘：宮　内　　榮　会長

ロータリーソング：手に手つないで

会長挨拶会長挨拶
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今年のスローガン
①子供と高齢者の事故防止
②自転車の安全利用の推進
　自転車安全5原則自転車安全5原則
　●自転車は車道が原則
　●車道は左側が原則
　●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
　●安全ルールを守る。
　　 （飲酒運転・二人乗り・並列進行の禁止・夜
間はライト点灯・信号を守る・交差点での一
時停止と安全確認）

　●子供はヘルメット着用
③ 全ての座席のシートベルトの着用とチャイルド
シートの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
　因みに、千葉県内の昨年の事故発生件数は22,931
件で死者数175名、負傷者28,558名です。
今回の参加者は大岩社会奉仕委員長、石毛会員、
金島会員、丸山会員と遅れて参加した私の5名で
した。大変お疲れ様でした。
7月22日イギリスでは、ウイリアム王子とキャ

サリン妃の間に3800gのロイヤルベビーが誕生し
イギリス国民のお祭り騒ぎのような祝福を受けて
おりました。生まれながらにして国王となる人で
す。私はこれを見て、少し意味合いは違いますが
韓国の歴史ドラマを見ているような気がしました。
此れから世界の平和に貢献できるように健やかに
育ってくれることを願います。
7月21日日曜日は第23回参議院選挙が行われ、

自由民主党の圧勝でした。今回からネット選挙が
行われたにも係わらず投票率は過去3番目の低さ
であったようです。人と人の意思疎通を図るには
機械的なものに頼るよりは、人と人の対面による
意思疎通が大事ではないかと思います。相手が直
接見えないところで意思疎通を図ろうとしても、
その真意は中々つかめないと思います。ことわざ
にあるように目は口ほどにものを言うでありま
す。又ネットの良いところは有権者の声をツイッ
ターで直接聞ける等これからの選挙は変革され

様変わりするような気がします。ネットについて
行けない私は困っております。
先日、広島で16歳の少女が集団で殺害された事
件などは、ネット社会の闇が生んだ凄惨な事件で
あると思います。ロータリーにもＥクラブが在り
ますが、こうして例会で会員同士食事をしながら
親交を深めるこの事こそロータリークラブ本来の
姿ではないかと思います。
昨日7月23日から日本列島は大暑に入りました。
暑さがもっとも厳しくなる季節です。体力の消耗
が激しくなるこの季節、夏ばて防止に精力のつく
うなぎを食べる習慣がありますので（説は色々あ
りますが）何はともあれ、私は22日の土用の丑の
日、　貴重な鰻丼をゆっくり味わいながら食べま
した。各地で夏祭り真っ最中です皆さん熱中症に
ならないように過ごしましょう。
以上で挨拶を終わります。

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★
丸　山　泰　典　会員（7月19日）

週報拝受 … 鹿島臨海RC、成田空港南RC
　　　　　  流山RC、旭RC
活動計画書拝受 … 流山RC
　1. 地区奉仕委員会からのお詫びと銀行口座名

義修正の緊急お知らせ

幹事報告幹事報告

お客様お客様

記念日記念日

銚子東RC
澤田武男　様
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　2. ロータリー情報研究会のご案内
　3. 地区大会のご案内
　4. ロータリー希望の風奨学金プログラム現状

報告
以上、ガバナー事務所

　5. 国際ロータリー第2790地区ガバナー・エレクト
事務所開設のご案内

　　　 ...........  ガバナーエレクト 宇佐美　透　様 
　6. 納涼盆踊り大会のお礼状拝受
　　　 .........  特別養護老人ホームさざんか園　様
【例会変更】
佐原RC
 … 8月15日㈭　休会　定款第6条第1節により

✌ 大ニコニコ　兒　玉　英
えい

　子
こ

　会員　
7月21日㈰にさざんか園の納涼会を開催しま

した。ロータリーの会長、会員の方々も御来園下
さり、にぎやかに楽しい時間を持つことができま
して、お年寄りの皆様も大喜びでした。
お忙しい中を御来園下さり、又ご祝儀も頂き本
当にありがたく、心よりお礼申し上げます。

昭和15年9月16日生
まれ、出身は鹿児島県、
父親の関係で転勤が多
く、小学校を4校、中
学校を2校、今でいう「転校生いじめ」みたいなこ
とを転校の度に経験しなかったわけではありま
せん。子供心に身の処し方を学んだと思います。
高校は県立鶴丸高校、千葉大医学部へ、卒業は
昭和41年です。卒業後は母校の第1内科に入りま

したが、医局で過ごしたのは2週間のみで、銚子
に来るまでは全て千葉県以外の病院勤務です。
四国地方がんセンター（岡山大閥）に始まり、順
天堂大学内科（東大閥）、順天堂大分院（伊豆長岡）、
そして再び本院へ。医師になって3年間で4カ所
の病院を教授の命のまま異動、その際必ず他大学
との先生と一緒に働きました。この間の他大学の先
生方との協調関係が今銚子で役に立っております。
30才の時に教授との師弟関係を解消し、医局

を離れ、学閥のない男の世界ということで、自衛
隊に入り、自衛隊中央病院に配属。第2次日米安
保条約、東大安田講堂事件・東大入試中止、三島
由紀夫事件、日本赤軍の浅間山荘事件、大学は学
園紛争という日本中が騒然とした時代に自衛隊に入
りました。この時の自衛隊の医師の充足率は18％、
銚子市の医師不足どころの話ではありません。そ
して意外なことに自衛隊中央病院は部長以上全員
東大という、がちがちの東大閥の病院でした。自
衛隊の活動の場は国内では北海道から沖縄まで、
海外ではPKOや国際緊急医療活動など、アフリカ
から中南米まで。私自身は日本初のカンボジアで
のPKOに始まり、種々の海外活動に関与し、国
内では阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件などを
経験しました。これを機に行政に専念し、災害医
療に深く関わるようになりました。このような環
境の下で34年10 ヶ月、定年を全うしました。と
いうことで、どこにでも行く、どこででも働く、
どこにでも住める、何処でもすぐ慣れる、仕事を
頼まれるうちが花、の感覚そのものです。私にと
って銚子は東京の庭みたいなもの。
「銚子市立病院をどうにかしてもらいたい」という
話を頂いたときに、千葉大卒であったこと、卒業
後千葉県の医療に全く関与せず、医師として育て
てくれた千葉県に最後の医師人生を賭けるのも面
白いかなと思い承知しました。平成22年5月銚子
市立病院再開に関与し、3年以上経ちました。銚
子にたどり着いた後の銚子市立病院の動向は皆様
のご存じの通りです。
患者目線にたって、職員が働きたくなる病院を

卓　話卓　話

ニコニコBOXニコニコBOX

『銚子にたどり着くまで』
白 濱 龍 興　会員
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目指しております。現在毎日外来約340名、月約
7000人の患者さんに利用して頂いております。職
員は170名を超え、入院も可能、限定的ですが手
術も始めております。
今後とも銚子市立病院をよろしくお願いします。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算37名
　出　席　30名　欠席8名　出席率78.95％
　欠　席：栢尾君・越川君・宮﨑君・大里君
　　　　　島田君・杉山君・丸山君・櫻井君
【M U】
7/22 夏の交通安全 街頭指導
 宮内（榮）君・大岩君・金島君・石毛君
 丸山君
7/23 銚子東RC　佐藤君・櫻井君
【ニコニコ】

次回のプログラム（8月7日）
　ベテラン会員より学ぶ
　　　　　　　「私にとってのロータリー」
　　桜　井　広　和　会員
　　岡　根　　　清　会員

　　お弁当：大新（幕の内）

ニ コ ニ コBOX ￥10,000 計 ￥94,000
スモールコイン ― 計 ￥ 7,850
米 山 B O X ￥ 2,700 計 ￥ 6,000
希 望 の 風 ― 計 ￥25,800

クラブ名 例会場 例会日時

銚 子 東 銚子商工会館5F
0479-23-0750

（火）
12：30～13：30

旭 ヒューマンプラザ黄鶴内
0479-63-0007

（金）
12：30～13：30

八日市場 千葉興業銀行八日市場支店
0479-72-1561

（火）
12：30～13：30
第2は夜間

小 見 川 ちば醤油㈱内
0478-82-4777

（水）
18：30～19：30

佐原香取 香取神宮内　神徳館
0478-57-3211

（月）
19：00～20：00

佐 原 佐原商工会議所4F
0478-54-2244

（木）
12：30～1：30

波 崎 神栖市波崎商工会
0479-48-0333

（木）
12：30～13：30

鹿島臨海 鹿島セントラルホテル
0299-92-5511

（金）
12：30～13：30

ソングリーダーは親睦活動委員会　神宮寺孝之会員です。

＊欠席したらメイクアップを＊
◆近隣ロータリークラブの例会一覧◆

7月25日㈭  第220回銚子・銚子東両RCゴルフ大会がレイ
ンボーヒルズCCで開催されました。（優勝は大里忠弘会員）

7月22日㈪  夏の交通安全街頭指導　銚子大橋交差点にて


