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2011～2012 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 
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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 佐藤 信也 

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 羽鳥 鋭一 

5.来賓・ビジター紹介   会長 佐藤 信也 

6.会長特別賞授 50 周年記念事業実行委員会 

            委員長 亀田 秀次 

           副委員長 鳥海  稔            

7.ガバナー補佐挨拶      釜田 英之様               

8.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 

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 佐藤 信也 

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.謝辞  文理開成高校インタークトクラブ 

（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 

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 佐藤 信也 

本日は公私共、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、国際ロ

ータリー第2790地区 第5分区ガバナー補佐 釜

田英之様を始め、多くのご来賓の皆様に、鴨川

ロータリークラブ 2011-2012 年度、第１記念例

会にご臨席頂きまして、誠に有難うございます。

又皆様方には日頃より、鴨川ロータリークラブ

の活動に対し、格別のご高配を賜り誠に有難く、

厚く御礼申し上げます。 

私は本年度会長を拝命しました、佐藤信也と

申します。ただ今、会長認証状の引継ぎを無事

終えまして、あらためて大役を仰せつかった事

の重大さを実感し、気の引きしまる思いと共に、

不安と緊張感で、押しつぶされる思いではあり

ますが、微力ながら誠心誠意努めて参る所存で

ございますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

さて前年度は、鴨川ロータリークラブの創立５

０周年の、節目の年となりました。諸先輩方が

脈々と、つちかってこられた、伝統あるクラブ

として、地域に根差した活動の歴史は、誠に素

晴らしく、大変有意義であった事と、あらため 

 



 

人としての良心に基づき、自分に対して誠実に、

絶えず行動しているか問いかけ、もし違うと気

付いたならば、自分に素直になって、正してい

こうと言う事で、今年度の鴨川ロータリークラ

ブの会長方針は、「ふと立ち止まり、自分を俯瞰

して見てみよう」としました。これは今年度の

国際ロータリー会長、カルヤン・バネルジー氏

のテーマである「こころの中を見つめよう、博

愛を広げるために」を受けて決めました。深く

自分を省みる事で心に平和を見出し、そしてそ

れが家の中に平和をもたらしやがて地域社会に

平和をもたらし、最終的に全世界に平和をもた

らす、という考え方です。 これは奇しくも、

今日の日本の状況を打破する為にも、必要なテ

ーマではないかと思います。大変長くなりまし

たが、まだまだ経験の浅い若輩者でありますの

で、試行錯誤の１年となり、皆様方には、多々

ご迷惑をお掛けする事と存じますが、冒頭にも

述べました様に、真摯に粛々と誠心誠意、努め

ていく覚悟でございますので、皆様方からの、

より一層のご指導、ご鞭撻を賜ります様、お願

い申し上げまして、挨拶に代えさせて頂きます。

本日は、誠に有難うございました。 

て強く認識した、次第でございます。 

しかしながら、誠に残念ではありますが、3 月

11 日に発生しました東日本大震災により、華々

しく盛大に執り行う予定の、50 周年記念式典を

急遽、中止せざるを得ない、状況となりました。

日を追う毎に、次々と明らかになってくる被害

の大きさは、想像を絶するもので、原発事故を

含めて、前代未聞の大災害となり、今もって終

息の出口が見えず、 

被災地のみならず、日本全体の危機が続いてお

ります。被災された方々には、心よりお見舞い

申し上げ、一刻も早い復興を、節に願うばかり

でございます。 

この大震災の影響とは言え、断腸の思いで式典

の中止を決断された、古市直前会長を始め、島

田直前幹事、50周年記念式典実行委員会のメン

バー、そして鴨川ロータリークラブ全会員の無

念さは、言葉では、言い表わす事ができません。

ある意味、忘れようとしても、忘れる事ができ

ない、年度となりました。未だに続く、この混

乱からの船出となりましたが、これ以上悪くな

る事は無く、復活あるのみで、あとは、その速

度の違いだけと、視点を変えて見れば、あらた

めて自分を見つめ直す、良い機会ではないかと

思います。大津波を、絶対防止できると言われ

た大堤防でも、軽々と破壊し乗り越えてきた自

然の恐ろしさ、絶対安全でクリーンと言われて

きた、原発神話の崩壊、そして特に我々が実感

した所で、今まで当たり前の様に、何の躊躇も

なく使ってきた電気は、実は大変有難く貴重な

物であったと、再認識された事と思います。 

想定外という言葉は、もう使わない様にしよう、

何事にも、もう一度原点に帰って、おごり高ぶ

っていないか？ 慢心してはいないか？基本を

見つめ直そう、という社会の動きが出てきまし

た。自分自身に対しても、それが当てはまりま

す。日々の忙しさの中に、自分を見失っていな

いだろうか？当たり前の様に存在する家族に対

して、今どの様に接しているだろうか？地域社

会や会社・団体での人々に対して、どうだろう

か？そして、自分の職業に、取り組む姿勢は、

どうだろうか？自分自身の生き方、そのものに

対しても、どうだろうか？ 
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記念品贈呈 

 

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））））    

＊国際ロータリー第２７９０地区、地区ロータリー

財団より、地区財団セミナー開催のお知らせが会長、

クラブ、ロータリー財団委員長あてに届いておりま

す。『ロータリー財団を知れば、ロータリーが見え

る！』をテーマにしたセミナーです、興味のある会

員は是非ご参加ください。 

日時は８月７日（日）午後１：００点鐘～３：30 を

予定しています。 

場所 京葉銀行文化プラザ 

＊国際ロータリー日本事務局よりロータリー財団へ

の寄付明細書が届いております 

＊国際ロータリー第２７９０地区より（５月１日開

催、５月２１日に千葉テレビで放映された）模擬国

連のＤＶＤが届いております。近いうちにプログラ

ム委員長と調整をして例会でも活用したいと思いま

す。 

＊国際ロータリー第２７９０地区インターアクト委

員会より第４５回インターアクト年次大会の案内が

届いております。 

日時 ８月１９日 9：30～15：45 場所 千葉県立

館山総合高校 水産校舎 

＊例会変更のお知らせが千倉ロータリークラブより

届いております。 

日時 ７月９日（金）１６：00 場所青倉亭 

日時 ７月２９日（金）１８：３０ 場所魚拓荘鈴

木屋（夜間例会の為） 

＊例会変更のお知らせが勝浦ロータリークラブより

届いております。 

夜間例会の為７月９日（金）17：30 に変更。会場は

ブルーベリーヒル勝浦です。 

また、７月２９日は勝浦クラブ定款６条により休会。 

＊＊先の理事会において三平会員より、鴨川花火大

会の寄付の集まりが芳しくないのでクラブで少し協

力出来ないかの提案があり、１万円の上乗せが決定

いたしました。 

また、先日の夜間例会において、ご好意を募ったと

ころ５万４千円が集まりましたので、毎年の３万円

にプラスして合計で１０万円を寄付することをご報

告します。 

 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                        幹事 羽鳥 鋭一 

◎ 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 信也 第一記念例会 

脇坂 保雄 夜間例会欠席 

武田 将次郎 風評被害脱出 

土田 育子 ガールスカウト活動費 

鈴木  敦 夜間例会欠席 

三平 博美 花火大会寄付 

古市 一雄 夜間例会欠席 

羽鳥 鋭一 1 年間よろしく 

亀田 秀次 特別賞 

高梨 陽市 夜間例会 

釜田ガバナー補佐 1 年間よろしく 

池田分区幹事 〃 

島田 誠一 1 年間ありがとう 

神定 浩明 夜間例会欠席 

鳥海  稔 特別賞 

◎◎◎◎出席報告出席報告出席報告出席報告                    

例会日 会員 免除 出席 MU 出席率 

7/5 29 2 22 1 79％ 

6/28 29 2 27 0 確定 100％ 

 

 


