
Ｎｏ.２３７５ (14) ２０１１年１１月２２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 

ガバナー公式訪問 

例会報告例会報告例会報告例会報告    
２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５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 

クラブ研修 

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.ビジター挨拶 地区新世代奉仕委員長 

              津留 起夫 様 

   第５分区ガバナー補佐 釜田 英之 様 

5.講師卓話          重 政子 様 

6.出席報告 

7.点 鐘 

さて、去る 11/5，6と、かずさアカデミアパークにおきま

して、地区大会が開催され、私と羽鳥幹事は 2日間、11/6

には古市直前会長以下 11名の方に、ご参加頂きました。 

初日はＲＩ会長代理として、2005-07年度ＲＩ理事の、重

田政信様ご夫妻を、高崎よりお迎えし、山田ガバナーのご

挨拶に始まって、各種委員会報告がなされました。 

その後クラブ表彰があり、出席優秀クラブ表彰の次に、ロ

ータリー財団年次寄付成績優秀クラブとして、鴨川ＲＣが

表彰され、10 クラブを代表して、表彰状を受け取って参

りました。 

これは前年度の古市・島田年度の功績であり、自分が受け

取って良いのだろうかと自問自答しながらも、栄えある地

区大会の壇上に昇りました。 

眩しいスポットライトに照らされ、全員の視線が向いてい

ると思うと、緊張して胃が痛くなりました。 

同じ側の手と足を、同時に動かさない様、そればかり気に

しておりました。 

顔見知りのロータリアンに会う人会う人に、鴨川はお金持

ちが多いんだねと言われました。 

成績としては、1人あたり 542.49＄で第 1位となり、第 2

位は 360.49＄の成田ＲＣでして、ダントツでした。 

これは、故牟田口様からのご寄付が主で、感謝申し上げま

すと共に、前年度の会長・幹事のご尽力に、あらためて御

礼申し上げます。 

因みに、隣の席となりました、年間例会出席率 100％の市

川ＲＣの幹事に、秘訣をお伺いしました所、会員数は 49

名ですが、出席免除会員が十数名いらっしゃる事と共に、

ベテラン会員が率先して、例会に出席しているので、新人

会員も休む訳にいかず、例会は必ず出席するものだ、とい

う雰囲気が、自然に備わっているとの事でした。そうゆう

風土、伝統ができているものと思います。 

 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。先週は地区大会の振替休会とな

り、2週間振りの例会となりました。 

本日はお忙しい中、釜田ガバナー補佐にお越し頂き

まして、誠に有難うございます。翌々週のガバナー

公式訪問に向けて、ご指導頂けます様、お願い申し

上げます。 

又、津留新世代奉仕委員長にも、遠い所よりお越し

頂きして、大変恐縮でございます。そして重様にも、

ご多忙の中、ゲストとしてお越し頂きまして、誠に

有難うございます。後程お話を伺えます事、大変楽

しみにしております。 

 



 

 日本の農業は、日本の自然や四季を守る事とな

り、教育・文化の基礎となり、日本人の繊細な感

性を育み、それが日本人のＤＮＡを支えている事

に繋がるそうです。アメリカの口車に乗ってはい

けないそうです。 

なかなか難しい問題と思いますので、政治家、産

業界、経済界等で、国民に分かり易く、どうすれ

ば日本の国家国民の為になるのか、じっくり議論

を重ねてもらいたいと思いました。 

大変長くなりましたが、これで会長挨拶とさせて

頂きます。 

有難うございました。 

 
ビジタービジタービジタービジター挨拶挨拶挨拶挨拶     地区新世代奉仕委員長 

              津留 起夫 様 

 再びお邪魔いたしましたが、新世代奉仕委員

会へのご協力を引き続きお願い致します。 

 上半期を振り返りますと、東日本大震災の

影響もございましたが、皆様のおかげをもち

まして、順調に事業を実施することができま

した。特に鴨川クラブは鴨川青年の家への援

助物資の助成事業に関しましては、即座にご

対応いただきまして、感謝申し上げます。 

 下半期も引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

ビジタービジタービジタービジター挨拶挨拶挨拶挨拶     第５分区ガバナー補佐 

              釜田 英之 様 

その後、地区指導者育成セミナーが開催され、講師とし

てＲＩ会長代理でご出席された、重田政信様による講演

が行われました。 

御歳 81 歳のご高齢には見えず、おみ足のみ少々ご不自

由されておられましたが、頭脳明晰で、ロータリーの成

り立ちから現在までを、パワーポイントを操られて講演

されました。 

中でも印象に残ったのが、ケンタッキーフライドチキン

の創始者の、カーネルサンダース氏も、ＲＣの会員であ

った事で、店頭にある人形には、襟元にＲＣの徽章を付

けているそうです。 

又、フリーメイソンの会員でもあり、そのバッチも付け

ているそうなので、今度チキンを買いに行ったら、じっ

くり見てみたいと思います。 

本会議終了後、織田直前ガバナーより、この度鴨川青年

の家に避難されている被災者の方々へ、寄付金を頂戴し

た、第 2530 地区のパストガバナー、福島南ＲＣの大橋

廣治様をご紹介頂き、御礼を申し上げました。 

大橋様からは、本来なら福島県知事から、御礼を申し上

げなければならないのにと、逆に丁重な御礼のお言葉を

頂戴しました。 

その後晩餐会が開催され、美味しいお食事と共に、アト

ラクションとしてインド古典舞踊と、ジャズオーケスト

ラの演奏があり、大変楽しく過ごしました。 

尚、本会議で座る位置が、一番前の一番右の島だった為、

演台やスクリーンを見るのに、ずっと左上を見ていなけ

ればならず、又、緊張した事も加わって、首と肩が凝り、

私と羽鳥幹事は、寝る前にマッサージを受けました。 

2 日目は朝 9 時から 15 時過ぎまで、本会議が開催され

ました。 

その中で、国家の品格の著者である、お茶ノ水女子大学

名誉教授の藤原正彦氏の記念講演が催されました。 

政治家の話、経済の話、教育の話、国家の話等、様々な

内容で、大変興味深く聞き入っておりました。 

中でも昨日、野田総理がＴＰＰの協議に、参加すると発

表されましたが、藤原氏のお話では、ＴＰＰに日本は参

加すべきではないと言われました。 

私の浅はかな理解では、参加国間の関税を撤廃する事

で、貿易が活性化し、安い物が外国から入ってくる事に

なるので、農業を筆頭に一部産業に苦戦する事があって

も、悪い事ではないのかなと思っておりました。 

しかしながら、ＴＰＰに参加する事で、特に日本の農業

が衰退してしまう事になり、日本の国力がダメになると

の事でした。 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    会員夫人誕生祝 

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

 

 ＊ボーイスカウト千葉県連盟維持財団様より、活

動援助基金、寄付のお願いが届いております。 

また「ＢＳちば維持財団便り１９号」・「スカウト

ちば６９号」を資料としていただいております。 

＊２０１２年５月開催のバンコク国際大会参加旅

行の受付が開始されました。 

＊鴨川市国際交流協会さまより、第３回国際交流フ

ェスタイン安房の案内が届いております。 

 日時 11/26 １３時から 場所南総文化ホール 

 内容 外国人による日本語スピーチコンテスト 

    安房地域の国際交流協会のＰＲブース 

入場無料 

＊ハイライトよねやま回覧いたします。 

＊ガバナー事務所より、千葉ナイト in 国際ロータ

リーバンコク大会の案内が届いております。 

＊財団事務所より、東日本震災復興基金寄付の受入

れ延長とのお知らせが届いております。 

＊ニュースレター「毎年あなたも１００ドルを」を

回覧します。 

＝例会変更及び休会のお知らせ＝ 

＊千倉ロータリークラブより。 

 １２/９は鋸南ＲＣ４５周年の式典参加の振替休

会とします。 

 12/30 は年末休会とします。 

 12/23 は魚拓荘鈴木屋で１８：３０よりクリスマ

ス夜間例会に変更となります。 

クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会        

会員増強退会防止委員長 三平 博美 委員長 

 

 再来週のガバナー公式訪問の予行演習ということ

ですが、会員増強委員会から報告申し上げます。 

 経済環境の悪化や高齢化により、会員数の減少が続

いております。 

 当クラブは、皆様のご協力のおかげで、現在２９名

という体制を維持できておりますが、１クラブの平均

は、世界では３９名、2790地区は３３名であります。 

 長期計画にあります３０名体制に向けて引き続き

努力して参りますので、皆様のご協力をお願い申し上

げます。 

講師卓話講師卓話講師卓話講師卓話    ガールスカウト千葉県トレーナー 

                重 政子 様 

 

 本日は貴重なお時間をいただきましてありが

とうございます。 

 私は１０才からガールスカウトに入りまし

た。ガールスカウトの目的は、ボランティアの

心を育てることでございます。地球市民という

立場から自分でできることをやろうということ

であります。 

 かつてトレーナーの方から指導を受けた言葉

があります。 

「指導者は半身でいろ、少しリードが必要だが、

後ろを常に気遣うこと。そして、声がかかった

ら一歩前に出なさい。」と。  

 会員夫人誕生祝 



    

 

現在私は、「持続可能な開発のための教育」を目

指す ESDという組織で活動しています。 

 今後ともよろしくお願い致します。本日はありが

とうございました。 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

佐藤 信也 地区大会 

釜田ガバナー補佐 2/13IM 

津留 起夫 様 重さんへのお礼 

土田 育子 〃 

神定 浩明 夫人誕生祝 

鳥海  稔 〃 

◎◎◎◎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 

11/15 29 2 14 13 96％ 

11/1 29 2 18 8 確定 89％ 

 


