
Ｎｏ.２３６７ (6) ２０１１年９月６日 

 

 

 

 

 

鴨川鴨川鴨川鴨川ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    
会 長 

副会長 

幹 事 

クラブ広報委員長 

佐佐佐佐    藤藤藤藤    信信信信    也也也也    
武武武武    田田田田    将次郎将次郎将次郎将次郎    
羽羽羽羽    鳥鳥鳥鳥    鋭鋭鋭鋭    一一一一    
脇脇脇脇    坂坂坂坂    保保保保    雄雄雄雄    

例会日 （火）12：30～13：30  事務所 〒296-0001 鴨川市横渚 1524-6 TEL 04-7093-2001 

例会場 鴨川シーワールドホテル ＵＲＬ http;//www.kamogawa-rc.com 

次週のプログラム 

クラブ研修 

例会報告例会報告例会報告例会報告    
２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日    

THE WEEKLY NEWS 

 

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 

カルヤンカルヤンカルヤンカルヤン・・・・バネルジーバネルジーバネルジーバネルジー    

山山山山    田田田田    修修修修    平平平平    

釜釜釜釜    田田田田    英英英英    之之之之        

今週のプログラム 

クラブフォーラム 

12：30 

1.点 鐘         会長 佐藤 信也 

2.ロータリーソング斉唱 

3.会長挨拶        会長 佐藤 信也 

4.幹事報告        幹事 羽鳥 鋭一 

5.前ガバナー補佐挨拶     佐野 昭雄様 

6.委員会報告 新世代奉仕委員会 土田 育子 

       国際奉仕委員会 武田 将次郎 

       社会奉仕委員会 佐藤 みさ子 

7.出席報告 

までは、対前年の 3/4 となり、特に 8/8 からの

第 2週の平日が、天候が良いにも係わらず、対 

前年の 2/3 と伸び悩み、大変憂慮しておりまし

た。しかしながら、8/14の日曜から 8/21の日 

曜まで、対前年の約 20％増で推移しており、こ

れは節電関連で、お盆休暇の長期化や分散化が 

影響しているのかと思います。でも前半の落と

しが響き、対前年の 9割前後となっております。 

これから未だ 8月は 1週間以上あり、それによ

って左右されますが、このまま 9割超えで乗り

越えられれば、3月 4月の時の事を考えますと、

今年はオンの字ではないかと思います。 

さて、去る 8/11に、会長経験者が集まって、来

年度のガバナー補佐の選出協議を行いました。

結論から申しますと、古市前会長がガバナー補

佐を、お引き受け頂ける事となりました。有難

うございました。 

又、同時に分区幹事を、島田前幹事がお引き受

け頂ける事となり、併せて御礼申し上げます。 

前期の会長幹事の息の合ったコンビで、鴨川最

強のペア選出と言えると思います。ご負担をお

掛けする事となりますが、クラブ一丸となって

バックアップさせて頂きたいと思っております

ので、来期 1年間どうぞ宜しくお願い致します。 

そして、去る 8/19 にインターアクト年次大会

に、会員全 6名で参加して参りました。 

翌 8/20には武田会員、羽鳥幹事と共に、国際奉

仕セミナーに出席してきました。 

双方共、詳細は後程報告がありますので、割愛

させて頂きますが、少しだけ感想を述べさせて

頂きます。インターアクト年次大会では、館山

基地の司令の講話がありました。 

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 

 

皆さんこんにちは。 

ここ最近は、夏にも係わらず、涼しい日や、ち

ょっと寒い日が続いております。 

1日で 10度以上温度の変化があると、心筋梗塞

や脳梗塞の危険が増すと、恐ろしい報道もなさ

れておりまして、皆さん体調管理には充分ご留

意下さい。 

8月のシーワールドの入込状況は、前半の 8/13 

 



 

＊第２７９０地区ガバナー事務所より、振込口

座変更のお知らせが届いております。加倉井隆

男様が日本事務局長にご就任なされた事によ

り、口座名義が変更になります。会計の小林会

員は変更の手続きをお願いします。 

 

＊米山梅吉記念館より館報１８号が届いており

ます。また、賛助会入会のお願いも一緒に届い

ています。 

 詳しくは回覧していますので、ご確認くださ

い。 

 

＊第２７９０地区クラブ奉仕委員会広報ＩＴ委

員会内貴洲平委員長より、２７９０地区の東日

本大震災にかかわる、当地区の支援活動を特集

した、｢復興への点鐘｣が届いております。広報

の一環として役立ててほしいとの事です。この

復興への点鐘には、他クラブの支援や織田パス

トガバナーの東日本大震災義援金の経過報告が

示されています。是非ご覧ください。 

 

＊千倉ロータリークラブより活動計画書が届い

ております。 

 

＊来週３０日は勝浦ブルーベリーヒルでの夜間

例会となります。当日はシーワールド第５駐車

場、１８：１５集合でお願いします。 

 

＊来月より例会場がシーワールドホテルに戻り

ますのでお間違いのないように、お願いいたし

ます。 

  

かの大震災の救助活動のお話で、陸・海・空の

自衛隊員の方々のご苦労が、伝わって参りまし

た。震災直後 1時間以内に、すでに初動が開始

されており、これは阪神淡路大震災の教訓から、

出動制度を改善された事が有効に働いたとの事

です。 

72時間以内の救助が、人命救助の大前提で、そ

れを越えると生存率が極端に下がるそうです。

かつての自衛隊出動は、都道府県知事からの要

請が無ければ動けず、阪神淡路大震災の時は、

要請がかなり遅くなった事が災いし、多くの人

命を救えなかった反省にたったもので、現在で

は、大災害時には陸・海・空の統合本部が設立

され、独自の判断で出動ができる様になったそ

うです。 

ちなみに、8/6 の海上自衛隊横須賀基地の一般

開放に行った際、艦内見学で、ヘリコプター搭

載護衛艦「ひゅうが」に乗ってきました。 

平行甲板を持つ「ひゅうが」は、旧海軍の航空

母艦の様でした。この「ひゅうが」が救助活動

の第一線に立ち、大変活躍したとの事で、余計

感慨深く司令の講話を聴き入っておりました。 

又、国際奉仕セミナーでは、2 年前に国際留学

生として鴨川から参加された高梨亜美さんが、

現在は千葉ＲＥＸの会長となられており、留学

の体験談を話されました。 

高校生だった彼女が、現在慶応大学に進学され、

大人の女性として大変綺麗に変貌されてまし

た。体験談と共に、今後の自分の目標も話され、

自分に信念を持った行き方をされている事に、

あらためて感心しました。 

将来が本当に楽しみで、今後の活躍を大いに期

待したいと思いました。 

そして 8/20の夜には、神定会員の太陽会めぐみ

の里大納涼大会に、初めて行ってきました。大

変盛大で、社員やそのご家族、入所されておら

れる方々や近隣の方々等、多くの人が楽しまれ

てました。秀次先生のコンサートも開催され、

花火も打ち上げられ、盆踊りも行われ、模擬店

も総て無料で振る舞われており、その規模と心

意気に圧倒されました。 

夏の夜祭りを、とても楽しく過ごさせて頂きま

した。大変長くなり、つたない話となりました

が、始めの挨拶とさせて頂きます。 

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

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

前前前前ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐挨拶補佐挨拶補佐挨拶補佐挨拶    佐野 昭雄 様 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    新世代奉仕委員会 土田 育子

 皆様の温かいご支援のおかげをもちまして、

無事年度を終えることができましたこと、深く

感謝申し上げます。 

 来る 9/3（土）14：30より南総文化ホールに

て、IM 特別講演といたしまして、北原照久様

の講演会がございますので、是非ご参加いただ

きますようお願い申し上げまして、挨拶にかえ

させていただきます。ありがとうございました。 

 8/19 に第 45 回インターアクト年次大会が館山

総合高校で行われ参加してまいりました。 

 先ほど会長挨拶の中でお話がありましたが、館

山海上自衛隊基地の山本司令の講話がありまし

た。また、房州うちわ作りにも参加し、楽しく

過ごしてまいりました。 

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 

 

 8/22 に国際奉仕セミナーがございまして、会

長・幹事とともに参加してまいりました。 

 一昨年当クラブから派遣しておりました高梨亜

美さんが、千葉県のレックス会長ということで挨

拶しておりましたが、慶応大学の学生として大変

立派になったという印象を持ちました。 

 国際弁護士になりたいという夢に向けて、現在

は人権法の勉強をしているということでした。 

 また、黒田パストガバナーの講話があり「日本

ロータリーの原風景を辿る」ということで、大正

12 年に起きました関東大震災のお話をされまし

た。 

 世界 30 カ国から現在の金額に置き換えると

340 億円以上の義捐金をもらって復興したのでと

いうお話でした。 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    社会奉仕委員会 佐藤 みさ子 

 鴨川青年の家の被災施設への援助の件ですが、

地区被災者支援委員会より 340万円ほど支援いた

だけることとなり、本日、おむつ、トイレットペ

ーパー等の納品に行ってまいります。 

 織田前ガバナーより直接「もっと支援できます

よ」というお電話をいただき感激しました。 



    

    
◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

佐野前ガバナー補佐 1 年間のお礼 

佐藤 信也 次年度ガバナー補佐決定 

古市 一雄 〃 

羽鳥 鋭一 納涼祭 

神定 浩明 〃 

鳥海  稔 欠席・誕生祝 

鈴木前分区幹事 特別講演 

佐藤 みさ子 鴨川青年の家支援 

◎◎◎◎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 

8/23 29 2 19 9 96％ 

8/9 29 2 17 1 確定 62％ 

鴨川青年鴨川青年鴨川青年鴨川青年のののの家家家家にてにてにてにて    2011.8.232011.8.232011.8.232011.8.23 


