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国際ロータリー 
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今週のプログラム 

クラブ協議会 

12：30 

1.点 鐘         会長 古市 一雄 

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 島田 誠一 

5.来賓・ビジター紹介   会長 古市 一雄 

6.会長賞授与  国際奉仕委員長 武田将次郎 

7.ガバナー補佐挨拶      佐野 昭雄様               

8.来賓ご挨拶    鴨川市長 片桐 有而様 

         衆議院議員 石田 三示様  

       千葉県議会議員 亀田 郁夫様 

9.会食（乾杯）鴨川市議会議長 尾形 喜哲様 

10.直前会長挨拶並びに認証状引継 

11.会長挨拶       会長 古市 一雄 

12.記念品贈呈     直前会長・直前幹事 

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 

 ボーイスカウト鴨川第 5 団  辰野 利文様 

 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   根本 輝彦様 

14.鴨川オリジナル切手贈呈   直前会長 

（通常例会） 

15.会長報告 

16.幹事報告 

17.新会員入会式        金井 輝 

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                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、衆議院議員 石田 三示様、千

葉県議会議員 亀田 郁夫様はじめ、多くのご

来賓の皆様に鴨川ロータリークラブ 2010-2011

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。この１年間の活動を振

り返りましての総括は、週報に掲載させていた

だきましたが、印象に残るのは、なんと言って

も交換留学生のケイリーを無事帰国させられる

ということと、あらゆる組織が弱体化する中で

3 名の会員増強が図れたことでした。 

 ご協力をいただきました会員の皆様に深く感

謝申し上げ、直前会長のあいさつとさせていた

だ き ま す 。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     

来賓来賓来賓来賓あいさつあいさつあいさつあいさつ    

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 古市 一雄 

第１記念例会に際しまして一言ご挨拶申し上

げます。本日は、参議院議員選挙期間中という

大変お忙しい中にもかかわらず、来賓として片

桐鴨川市長、石田衆議院議員、会員でもありま

す亀田千葉県議会議員、尾形市議会議長はじめ

多くのご来賓の方々、また、国際ロータリー第

２７９０地区第５分区佐野ガバナー補佐、鈴木

幹事にもお越しいただき、そして、多くの会員

のご出席の下に、第１記念例会として盛大に開

催できましたことに対しまして改めて、厚く御

礼申し上げます。 

只今、鳥海直前会長の挨拶、また、認証状の

引継ぎを無事執り行うことが出来、この重責に

身の引き締まる思いを致しているところであり

ます。 

鳥海年度には、ロータリー活動の４大奉仕事

業のうち国際奉仕の中では、青少年の交換事業

に大きな成果を上げられました。高校生と言う

一番多感な時期に、外国生活を体験すると言う

ことは、私の経験からも、必ずやこれからの人

生の中で、おきな成果となっていくものと思い

ます。私達ロータリーアンがこのような人づく

りの事業に貢献できると言うことは、かけがえ

のないことだと思っております。改めて、ロー

タリーの偉大さを確認したところでございま

す。 

さて、ご承知のとおり、鴨川ロータリークラ

ブは、昭和３６年、１９６１年２月に、館山ロ

ータリークラブをスポンサークラブとして県内

でも比較的早く産声を上げ、今日に至っており

ます。そして、本年度は、輝かしい活動の歴史

の中で５０周年、半世紀を迎えることとなりま

した。活動計画書にもありますように、本年度

は記念事業と記念式典などを予定いたしており 

 

 

衆議院議員 石田 三示様 

鴨川市長 片桐 有而様 

ます。先ずは、これ等の事業を成功に導き、次

の時代に向けてしっかりと受け継ぐことが出来

るようにするということが私に課せられた最大

の責務であると思っております。そして、その

事業の用推進に当たっては、私は、三愛精神と

言うものを大切にしたいと思います。この三愛

精神とは、リコーの創業者であります市村清氏

のことばでありますが「人を愛し、社会を愛し、

国を愛する」ということであり、これは、ロー

タリーの４大奉仕とされている「社会奉仕、職

業奉仕、クラブ奉仕、国際奉仕」に通じるもの

と思っており、この精神を大切にして事にあた

りたいと思っております。 

今後とも、皆様方のなお一層のご協力を切に

お願い申し上げ、挨拶と致します。本日は、あ

りがとうございました。 

 

千葉県議会議員 亀田 郁夫様 

 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

ガバナー補佐挨拶   佐野 昭雄様 

 

 

    

    

    

乾杯 鴨川市議会議長 尾形 喜哲様 
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活動費贈呈活動費贈呈活動費贈呈活動費贈呈    

 

 

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  根本 輝彦様    

文理開成高校インタークトクラブ 時田若菜様    

 
 ボーイスカウト鴨川第 5団 辰野 利文様 

 



（（（（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 古市 一雄    

皆様方のご協力によりまして、無事第１記念

例会を終えることが出来ましたこと、厚く御礼

申し上げます。会長の挨拶のときにも触れまし

たが、本年度はロータリーが創立されて５０周

年、半世紀となります。今後とも、皆様方のご

協力なくしては、これ等の事業も達成できない

ものと思いますので、ご協力、ご支援をよろし

くお願いします。そして、この後、金井さんの

入会式を予定しておりますが、皆様方のお力で

会員増強も順調に行われており、誠に頼もしく

思っています。この甲斐がありまして、本年度

の活動予算も、私が入会してから初めて１，０

００万円台となりました。 

また、クラブ会員も多彩な経歴を持った方々

がメンバーとして入ってこられ、まさにロータ

リーは、人材の宝庫となりつつあります。異業

種での交流が図られる環境も整いつつありま

す。このため、本年度は、会員卓話、外部講師

卓話などをなお一層取り入れまして、クラブの

存在感の向上と資質の向上にも努めてまいりた

いと思います。 

今後とも、お支え下さるようお願い申し上げ

まして挨拶に代えます。 

 

 

 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                    幹事 島田 誠一 

入会式入会式入会式入会式                                金井 輝 様    

 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

本多 利夫 叙勲のお礼 

古市 一雄 第 1 記念例会のお礼 

島田 誠一 〃 

鳥海  稔 〃（新旧理事会） 

武田 将次郎 交換留学のお礼 

三平 博美 会員増強お礼 

田丸方敏（上総 RC） 切手贈呈式 

◎◎◎◎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 

7/13 28    休会 

7/6 27 19 3 3 確定 100％ 

 

鴨川鴨川鴨川鴨川オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル切手贈呈切手贈呈切手贈呈切手贈呈    

 

 
市長への帰国報告 

千葉県南部地区統括局長 細野 芳秀氏よ

り、鴨川観光協会長 加藤和夫様、鴨川シー

ワールド総支配人 佐藤 信也様に鴨川オリ

ジナル切手「Wellcome to KAMOGAWA vol.2」

が贈呈された。 

 

     

            


