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2009～2010 年度 
国際ロータリー会長 
国際ロータリー 

第 2790 地区ガバナー 
第5分区ガバナー補佐 

ジョンジョンジョンジョン・・・・ケニーケニーケニーケニー    

中中中中    村村村村    博博博博    亘亘亘亘    

渡渡渡渡    邉邉邉邉    正正正正    昭昭昭昭    

今週のプログラム 

クラブ協議会 

12：30 

1.点 鐘         会長 鳥海  稔 

2.国歌斉唱 

3.ロータリーソング斉唱 

4.四つのテスト唱和    幹事 中島 宗一 

5.来賓・ビジター紹介   会長 鳥海  稔 

6.ガバナー補佐挨拶    ガバナー補佐 

               渡辺 正昭様 

7.来賓ご挨拶    鴨川市長 片桐 有而様 

       千葉県議会議員 亀田 郁夫様 

鴨川市議会議長 渡邉 隆俊様 

8.会食（乾杯）ガバナー補佐幹事 手塚 節様 

9.直前会長挨拶並びに認証状引継 

10.会長挨拶       会長 鳥海  稔 

11.記念品贈呈     直前会長・直前幹事 

12.米山記念奨学会感謝状授与式 佐藤みさ子 

13.活動費並びに謝礼贈呈 

 文理開成高校インタークトクラブ 

 ボーイスカウト鴨川第１団  庄司 正義様 

 ガールスカウト千葉県第 82 団 土田育子様 

 鴨川市           片桐 有而様 

 鴨川シーワールドホテル   長谷川一博様 

14.交換留学生餞別贈呈    高梨 亜美様 

（通常例会） 

15.会長報告 

16.幹事報告 

17.委員会報告 

18.出席報告 

19.点鐘 

 直前会長直前会長直前会長直前会長あいさつあいさつあいさつあいさつ            佐藤みさ子    

 1 年間不安の中で会長を務めて参りました

が、皆様のご協力をいただきまして、こうして

ゴールのテープを切ることができました。本当

にありがとうございました。 

 この１年間の活動を振り返りましての主な事

業は、会員増強、中学校へのロータリー出前教

室、文理開成高校でのインタークト年次大会開

催、そして交換留学生候補者が久しぶりに選ば

れたことでした。 

 インタークトの年次大会のほかは継続事業で

ありますから、今年度の鳥海会長に引き続きお

願いし、私も微力ながらこの１年間の会長経験

を活かしてまた前に進みたいと思います。 

 応援、ご協力をいただきましてありがとうご

ざいました。         認証状引継認証状引継認証状引継認証状引継 



 

来賓来賓来賓来賓ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶     

鴨川市長 片桐 有而様 
会長会長会長会長あいさつあいさつあいさつあいさつ            会長 鳥海  稔 

本日は、公私とも大変お忙しい中、鴨川市長 

片桐 有而様、千葉県議会議員 亀田 郁夫様、

鴨川市議会議長 渡邉 隆俊様、国際ロータリ

ー2790 地区第５分区ガバナー補佐 渡邉 正

昭様はじめ、多くのご来賓の皆様に鴨川ロータ

リークラブ 2009-2010 年度の第一記念例会にご

出席頂きまして、誠にありがとうございます。 

私、本年度会長を仰せつかりました鳥海稔と

申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

鴨川ロータリークラブは 1960 年発足以来、今

年で 49 年目となる伝統あるクラブです。その会

長を仰せつかり、身に余る光栄でありますとと

もに、諸先輩方が築き上げてこられた会長とい

う職責の重さを痛感しております。微力ながら

精一杯頑張っていく所存ですので、会員皆様の

ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

 さて、2009-2010 年度ＲＩ会長ジョン・ケニ

ー氏は、「ロータリーの未来はあなたの手の中

に」をテーマとし、会員増強やポリオ撲滅の活

動等は、一人ひとりのロータリアンが、自己の

責任を果たしていく必要があることを提唱して

います。 

本年度の鴨川ロータリークラブの主な活動方

針といたしましては、30人規模体制づくりのた

めの会員増強、10 数年ぶりに行う交換留学生の

受入れ、50 周年事業の準備、ＣＬＰの充実によ

るクラブ活性化等が挙げられます。 

鴨川ロータリークラブの名を汚さぬよう 1 年

間頑張って参りますので、本日ご臨席の皆様の 

ご支援をお願い申し上げまして、整いませんが

会長の挨拶とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

鴨川市議会議長 渡邉 隆俊様 

 

ガバナー補佐 渡辺 正昭様 

千葉県議会議員 亀田 郁夫様 



乾杯乾杯乾杯乾杯            ガバナー補佐幹事 手塚 節様    

 

 

 

 

 

 

 

 

記念品贈呈記念品贈呈記念品贈呈記念品贈呈    

    

    

    

    

 

米山記念奨学会感謝状授与米山記念奨学会感謝状授与米山記念奨学会感謝状授与米山記念奨学会感謝状授与    

    

    

    

    

    

活動費並活動費並活動費並活動費並びにびにびにびに謝礼贈呈謝礼贈呈謝礼贈呈謝礼贈呈

 

 

ボーイスカウト鴨川第１団  庄司 正義様 

ガールスカウト千葉県第 82 団 土田育子様    

鴨川市長 片桐 有而様    

鴨川シーワールドホテル  長谷川一博様    

文理開成高校インタークトクラブ 高梨亜美様    



（（（（通常例会通常例会通常例会通常例会））））    

 会長会長会長会長報告報告報告報告                    会長 鳥海 稔    

 第 1 記念例会のご協力ありがとうございまし

た。会長としての初仕事として、7 月２日に鴨

川ライオンズクラブの例会に参加してまいりま

した。あちらの団体も会員の減少が悩みのタネ

で、70 名以上いた会員が現在は 40 名だそうで

す。本多前市長をこちらに取られたと大変悔し

がっておられました。 

 先程の挨拶でもふれましたが、会長を仰せつ

かったのは大変光栄ではありますが、職責の重

さを痛感しております。先週の夜間例会で末吉

ＳＡＡが「肩の力を抜いてやりなさい」とご指

導いただきまして、多少気が楽になったところ

です。 

 いずれに致しましても 1 年間頑張ってまいる

所存ですので、ご協力のほどよろしくお願い申

し上げまして、会長報告とさせていただきます。 

 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                    幹事 中島 宗一

○地区ガバナーより、2009-2010 年度、伊藤正

人会員にロータリー財団委員会寄付金小委員会

委員長に委嘱状が届きました。 

○前地区ガバナーより、会員増強に対し、スポ

ンサーピンが届きました。 

○館山ＲＣ、館山ベイＲＣより、活動計画書と

週報が届きました。 

○ガバナー月信 7 月号、ロータリーの友 7 月号

が届きました。 

○鴨川市天津小湊観光協会長より、花火大会寄

付のお願いが届きました。 

 8 月５日  天津地区 

 8 月 16 日 小湊地区 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    国際奉仕委員会 武田将次郎    

 交換留学生の高梨亜美さんが、7月 15 日に渡

米することが決まりました。何名かでお見送り

に行きたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。また、8 月下旬にはカイリー・リントン

さんが来日する予定ですので、こちらのお迎え

にもあがりたいと思います。ホームステイ先が

２軒ほど未定となっておりますので、こちらの

ご協力もお願いいたします。 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

佐藤 みさ子 記念品贈呈のお礼 

古市 一雄  〃 

鳥海  稔 第 1 記念例会のお礼 

伊藤 正人 地区委員長の委嘱 

亀田 秀次 例会欠席のお詫び 

亀田 郁夫  〃 

高梨 陽市 病気回復のお礼 

佐藤 信也 ロータリー教室 

武田 将次郎  〃 

三平 博美 会員増強 

◎◎◎◎出席報告出席報告出席報告出席報告                出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員 5555 名名名名    

例会日 会員 出席 欠席 MU 出席率 

7/7 25 17 0 3 100％ 

6/23 25 14 3 3 確定

85％ 

武田会員へスポンサーピンの贈呈    


