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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.ロータリーソング斉唱 

3.幹事報告        幹事 羽鳥 鋭一 

4.クラブ研修          伊藤 正人          

5.出席報告 

6.点 鐘 

13：30 

は、もう暴風雨となっていました。 

15時閉園を決めて正解と思うと同時に、早く 15時

にならないかと、やきもきしました。 

女性従業員は、早々に帰宅させ、男子社員は社内で

待機態勢を取りました。長期戦を覚悟しておりまし

たが、20 時前には、突然雨が止み、強風だけとな

りましたので、待機態勢を解除し、順次帰宅する事

ができました。被害は軽微でしたが、シャチのスタ

ジアムの屋根の一部が、強風ではがれたり、ホテル

の自動ドアが、滑車毎外れて吹っ飛んだりしまし

た。イルカのスタンドから海岸を見ていると、数年

前から県の方で、遊歩道に波返しを設置する工事を

行っており、これが寄与して、園内への波の進入を

防いでいるのが分かりました。 

これが無かったら、かなりの被害が出ていた事と思

います。 

さて、先日 23日には、辻さんのお誘いを受け、勝

浦東急ＧＣのオープンコンペに、身分不相応なが

ら、参加させて頂きました。 

オープンコンペ参加者は全部で 80名に及び、鴨川

ＲＣ関係者は 12 名が参加しました。その内、5 名

が賞品を獲得しました。 

参加者の内、半数近くが商品を獲得し、大変優秀な

成績を収めました。 

後程、ニコニコＢＯＸで、詳しい報告があると思い

ます。 

その後、東洋さんで打上げ、及び反省会を開催し、

美味しく楽しい一時を過ごす事となりました。 

又、二時会でも、大いに盛り上がり、親交を深め、

友情を再確認した次第でございます。 

しかしながら、翌日は二日酔いで、仕事にならず、

夜は久々に休肝日としました。 

 
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。 

先日の台風 15 号は、通常日本に近づくにつれ

て、勢力は衰えるのですが、965ｈｐの勢力を

保ったまま、日本列島を一気に駆け抜け、大き

な被害をもたらしました。 

当日は、朝の内は薄曇りの天候で、風は強かっ

たのですが、あまり実感はありませんでした。 

しかしながら、テレビ報道を見ていると、かな

りの台風である事から、私どもでは、15時まで

の短縮営業とし、園内は台風対策を施しました。 

14時頃までは、まだまだおとなしかったのです

が、それ以降急に台風らしくなり、14:30 頃に

た。 



 

３．奉仕活動と委員会 

  五大奉仕：クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕に加えて、今年度より新世代奉仕を社会奉

仕より独立させた。以前は、四大奉仕を担当する委

員会構成であったが、クラブリーダーシッププラン

の導入に伴い、必ずしも委員会名が五大奉仕に結び

つかなくなった。 

１） クラブ奉仕：各種奉仕活動を効果的に実践す

るためには、クラブそのものの基盤がしっか

りしていなければならない。 

    クラブの管理運営委員会：親睦、例会の企

画・実践 

    クラブ広報委員会：会報の発行、地域社会

への広報・宣伝 

 ２）職業奉仕 

   職業奉仕に関する声明 

職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる

中で、奉仕の理想を生かしていくことを

ロータリーが育成、支援する方法であ

る。職業奉仕の理想に本来こめられてい

るものは次のものである。 

① あらゆる職業において、最も高度

な道徳的水準を守り、推進するこ

と。その中には雇い主、従業員、

同僚への誠実、忠実さ、またこの

人たちや同業者、一般の人々、職

業上の知己すべてへの公平な取り

扱いも含まれる。 

② 自己の職業またはロータリアンの

携わる職業のみならず、あらゆる

有用な職業の社会に対する価値を

認めること。 

③ 自己の職業上の手腕を社会の問題

やニーズに役立てること。 

  

 

 

＊１０月のロータリーレートについて１ドル＝

７８円との案内が入りました。 

＊２７９０地区新世代奉仕委員長より、新世代

の集い「かずさ会議」参加のお願いが届いてお

ります。 

 インターアクター参加のお願いですので、新

世代奉仕委員の土田会員に取りまとめをお願い

します。 

 日時 １１月６日（日）9：00～13：00 11：

45～ロータリー本会議にてインターアクトクラ

ブの紹介 

場所かずさアカデミアホール 

＊安房地域母親大会実行委員会、委員長田中房

江様より克災まちづくり学習会の案内が届いて

おります。 

 日時 １０月２６日（水）18：30～20：30 

 会場 館山市コミュニティーセンター第一集

会室 

 テーマ・・・被災地支援の医師が見た安房地

域の課題 

 講師・・・亀田総合病院地域医療支援部部長

小野沢滋氏 

＊２０１２年国際ロータリー年次大会 バンコ

ク大会参加旅行の案内が届いております。 

＊10 月は米山月間ということで、米山記念奨学

会豆辞典が会員一人ひとりに届いております。 

また、各種資料も届いておりますので委員長

にお渡しします。 

 

 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                        幹事 羽鳥 鋭一 クラブクラブクラブクラブ研修研修研修研修        伊藤 正人 



ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの職業宣言職業宣言職業宣言職業宣言（1989年規定審議会採択）－クラブ活動計画書表紙裏 

手続要覧手続要覧手続要覧手続要覧－－－－「クラブは他国の文化的・経済的・地理的状態に関するプログラムを例会で実施し。

また、地元地域社会の他のグループでも実施するよう手配すべきである。」（地域に新たに移って

きた人が新しい環境に溶け込むよう援助する方法を研究しなければならない。） 

 

    ロータリーは職業を重視、あらゆる職業は社会にとって有用であり、ロータリアンは地域の職業

を代表する⇒職業本来の存在意義を認識し、全力を傾注することが社会に貢献することになる。 

鴨川クラブの職業奉仕活動事例 

1994-1995 職業活動表彰 勉学に秀で、かつ家庭の仕事をしっかりやった生徒の表

彰 

1994-1995 高校課程修了プロジェ

クト 

長狭高校、鴨川一高生徒に対する奨学金支給（３ヶ年継

続） 

1994-1995 身障者プロジェクト 地域の身障者施設の諸催事への支援及びバザー等への協

力 

1994-1995 ４つのテスト 地域内の小学校等１４ヶ所に額入り「４つのテスト」寄

贈 

1994-1995 ＧＳＥメンバーの歓送

夕食会 

市長、県議その他多くの来賓を交えてのなごやかでユニ

ークな歓送会 

 

 

３）社会奉仕： 

社会奉仕に関する基本方針：決議決議決議決議２３２３２３２３－－－－３４３４３４３４（社会奉仕に関する1923年の声明） 

社会奉仕に関する1992年の声明  （別紙参照） 

 ロータリーは人生哲学＝「「「「超我超我超我超我のののの奉仕奉仕奉仕奉仕」」」」 

 奉仕するものは行動しなければならない。 

 他団体の奉仕活動領域を侵してはならない⇔現存の機関に協力する形が望ましい。  

 他の人々に問題の解決の必要性を悟らせる努力、地域社会全体にその責任を自覚させる。 

 毎年度何か一つの社会奉仕活動（なるべく単年度で完了でき、毎年異なる活動）。 

 クラブでひと塊りとなって行動するよりも、すべてのロータリアンの個々の力を動員する。 

   （“Ｉ Ｓｅｒｖｅ”  と“Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ”） 

４）国際奉仕： 

   目的：（手続要覧）ロータリアンの間に、また、一般の人々の間に理解と善意をはぐくむことが、

ロータリーの国際奉仕の明確な任務である。 

   基本方針：奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、国際間の

理解と親善と平和を推進する。 

   国際社会奉仕（ＷＣＳ）：休止⇒国際プロジェクト 

   青少年交換 

 

個々のロータリアンの責務             ロータリークラブの責務 

 



５）新世代奉仕： 

    ＲＹＬＡ 

インターアクト、ローターアクト、 

   「新世代のための委員会」会議 

 開催日 テーマ 

１ 1997年 6月 3日 1)僕たち、私達の学園生活 

2)僕たち、私達の未来の夢 

 

２ 

1998年 2月 10日 

  

1)私の生き甲斐 

2)私の将来像 

3)今の社会、大人に望むこと 

4)こんな鴨川を望む 

３ 2000年 2月 29日 ２１世紀への夢の実現をめざして 

 

 

４ 

2003年 2月 9日 創ろうぜ★我等の街 

  かもがわ★あまつこみなと（思いは時代を超えてつながる） 

 

    

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

神定 浩明 子息野球部主将 

倉島 圭子 千葉 TV 出演 

本多 利夫 ゴルフコンぺ 

羽鳥 鋭一 〃 

吉井 勝行 欠席 

島田 誠一 ゴルフコンペ 

◎◎◎◎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 

9/27 29 2 15 6 72％ 

9/20 29 2 15 5 確定 71％ 

 


