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なられたことと存じます。 

 我が家も、ケーリーを 1 人加えまして、賑や

かなお正月を迎えることができました。 

 この連休には京都に行って参りました。 

 主だったところは一通り回ったのですが、ケ

ーリー曰く、太秦の映画村が一番良かったとの

ことです。 

 一つ勉強になったのですが、三十三間堂の 33

は、仏像を収めるスペースが 33 箇所有るところ

から銘々されているのだそうです。 

 それと、仏頂面という言葉がありますが、観

音様の頭の上に、小さな顔がひとつありまして、 

その顔がポーカーフェイスなことから、このこ

とばの語源になったそうです。 

 年が明けまして、残り任期半年となりました。

2/7 にはＩＭがございますが、多くの皆さんと

参加して、鴨川ロータリークラブを盛り上げて

いきたいと思いますので、よろしくお願い致し

ます。 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶       会長 鳥海 稔 

あらためまして、明けましておめでとうござ

います。 

皆様におかれましてもよい新年をお迎えにな 



国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリーののののプログラムプログラムプログラムプログラムのののの紹介紹介紹介紹介   

1 月は、ロータリー理解推進月間ということで、新

会員もいらっしゃいますので、以下、国際ロータリ

ーのプログラムについて紹介させていただきます。

世界ネットワーク活動グループ ロータリー親睦グ

ループ（職業別および趣味別グループ）とロータリ

アン行動グループ（奉仕活動関連グループ）が含

まれます。ロータリアン、ロータリアンの配偶者、ロ

ーターアクターなら誰でも参加することができ、90

以上の世界ネットワーク活動グループがありま

す。インターアクト  14 歳から 18 歳までの青少

年を対象に、ロータリー・クラブが組織し、支援

する奉仕団体です。世界 121 カ国に 10,900 以

上のクラブがあります。  

会員誕生祝会員誕生祝会員誕生祝会員誕生祝 

○ 第 5 分区ガバナー補佐より、ＩＭ開催の案

内です。 

日時：2月 7 日（日）13：30 点鐘 

場所：富浦ロイヤルホテル 

○ 地区インターアクト委員より、2009-2010 年

度第 3 回インターアクト合同会議開催の案

内です。 

日時：2月 19 日（金） 

場所：東天紅 

○ 鴨川市国際交流協会長より、「中国春節交流

会」の開催案内です。 

日時：1月 17 日（日）午前 10 時～2 時 

場所：文理開成高校 4Ｆ 調理室 

○ 同じく、「日本語スピーチの披露」の開催案

内です。 

日時：1月 31 日（日）午後 2 時 30 分～ 

場所：鴨川市民会館大ホール 

○ 千倉 RC より例会変更のお知らせです。 

1/29（金）→魚拓荘鈴木屋で夜間例会 

2/12（金）→2/7（日）ＩＭの振替休会 

○ 館山ＲＣ、館山ベイＲＣ、旭ＲＣ、千倉Ｒ 

Ｃより週報、勝浦ＲＣ、ガバナーエレクト、   

旭ＲＣ、オクトンより年賀状が届きました。 

○ 地区奉仕プロジェクト委員会、ＲＹＬＡ小

委員長より、第 33 回ＲＹＬＡセミナー参加

者募集について協力依頼です。 

日時：2月 6 日～7 日 

場所：増上寺 

 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

末吉 一夫 賀詞交換会のお礼 

 羽鳥 鋭一 キャンドル作り 

 鈴木  敦 展望台 

佐藤 多恵子 主人の誕生日 

古市 一雄 展望台 

鳥海  稔 夫人誕生祝 
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古市 一雄 例会欠席 

◎◎◎◎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 

1/12 26 15 3 5 85.7％ 

12/29 26    休会 

 

ローターアクト 18 歳から 30 歳までの青年男女を

対象に、リーダーシップ、キャリア開発、奉仕を推

進するため、ロータリー・クラブが組織しています。

162 カ国に 7,000 以上のクラブがあります。 ロータ

リー地域社会共同隊（RCC）   地域社会の改善に

努める、ロータリアン以外の人々の集まりです。76

カ国に 6,400 以上の RCC があり、すべてロータリ

ー・クラブによって組織、支援されています。 ロー

タリー友情交換 ロータリアンとその家族が他国の

ロータリアンとその家庭を互いに訪問、滞在し、異

文化をじかに学びあう交流活動です。 ロータリー・

ボランティア ロータリアンや専門技能を有するそ

の他の人々が、地元や海外の人道的プロジェクト

で奉仕し、体験する機会を提供します。 ロータリ

ー青少年交換 1 週間から1 年間まで、文化交流を

目的として海外に出る機会を、15 歳から 19 歳の

学生に提供しています。ロータリー・クラブと地

区は、毎年約 9,000 人の青少年交換学生を派

遣および受け入れています。 ロータリー青少

年指導者養成プログラム（RYLA）  14 歳から

30 歳までの青少年および若年成人のリーダ

ーシップ能力を育成し、これを奨励するため、

クラブと地区が支援するセミナーです。 世界

社会奉仕（WCS） 2 カ国以上のロータリー・ク

ラブや地区が協力して社会奉仕プロジェクトを

実施します。 
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