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今週のプログラム 

年次総会 

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.委員会報告 

5.ガバナー卓話     山田 修平ガバナー         

6.出席報告 

7.点 鐘 

13：30 

鴨川ＲＣもブービーを飾る、公式訪問日となります

様、会員一同、精一杯努めさせて頂きますので、ご

指導の程、宜しくお願い申し上げます。 

さて、先週、レジャー21 推進協議会という、関東近

県のアミューズメント施設の会合がありまして、伊

香保温泉に行って参りました。 

1泊 2日でしたが、両日共に天候に恵まれ、榛名山の

懐に抱かれた、伊香保温泉からは、赤城山を始めと

した山々が、紅葉に染まった姿を、クッキリと鮮明

に、見せてくれました。 

初めて訪れた伊香保温泉でしたが、古き良き時代の、

温泉街らしい趣きを残し、情緒溢れる温泉地でした。 

温泉は少し茶色がかったお湯で、温度もちょうど良

く、大変温まりました。 

ただ温泉街は、急斜面に位置しており、坂道が多く、

高低差も激しい所で、車での移動が不可欠と思いま

した。 

コンビニに買い物に行った帰りに、坂道を登るのが

大変だった為、タクシーで旅館まで帰ってきました。 

雪が積もると、車が登れなくなる道が、数多くある

との事でした。 

会合では、9施設から近況報告がありました。 

今でもまだ、大震災影響と原発事故による、放射能

風評被害に、苦しんでおりました。 

特に 10月 1日に、部分オープンしました、福島県の

スパリゾートハワイアンズさんですが、10 月の実績

は前年の 1/3と、苦戦されておられます。 

地元近隣のお客様が主で、子供層の入込が無く、又、

首都圏を含めた遠方からのお客様も、殆ど無いとの

事で、2/8に決まったフルオープンまで、出控えてい

るのではないかと、分析されておられました。 

 
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。 

本日の例会は、ガバナー公式訪問日となりまし

て、遠方より山田ガバナーに 

ご足労頂きました。誠に有難うございます。 

又、釜田ガバナー補佐、池田分区幹事にもお越

し頂きまして、誠に有難うございます。 

そして当クラブが、千葉県で 83 番目、ブービ

ーとなります公式訪問クラブとなりました。 

山田ガバナーにおかれましては、大変お疲れ様

でございました。 
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 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                        幹事 羽鳥 鋭一 そして、日光・鬼怒川地区を背にしている、東武ワ

ールドスクウェァさんも、日光への外国人観光客の

激減と、鬼怒川温泉地の入込減により、同じく苦戦

されておられました。 

又、ハワイアンズさんと同じ福島県にあります、東

洋一の鍾乳洞と言われている、あぶくま洞さんも、

世間では、地震で洞内が崩落し、営業すらしていな

いと思われているとの事で、更に大震災により、あ

ぶくま洞に通じる道路の一部が陥没し、その復旧工

事も後回しとなり、未だに手がつけられておらず、

大型車が通れない、片道一車線通行の状態で、前年

の 1/5以下の入込状態が続き、回復の兆しすら、見

えないとの事でした。 

そんな中、よこはまコスモワールドさんは、外国人

観光客は、まだ戻っていないものの、9/17 にオー

プンした、カップヌードルミュージアムが話題とな

り、そこへの来館者の相乗効果で、9月以降前年を

上回る結果と、なっているとの事でした。 

又、群馬県に位置する、伊香保グリーン牧場さんも、

ＪＲのディスティネーションキャンペーンが、今年

実施されている事もあり、エリアとして脚光を浴び

ており、そのキャンペーンの一環として実施した、

伊香保温泉の宿泊者は、全て無料とした事が奏功

し、大幅に入園者数は伸びたそうです。 

大震災後半年以上が過ぎ、エリアによって、少しづ

つ温度差が出てきた様ですが、年間を通して見てみ

ると、アミューズメント施設を含めた観光業は、今

年は、非常な試練の年になる事は、確実であると思

います。 

こうゆう時こそ、この逆境を乗り切る為、職業奉仕

に、今まで以上取り組む、自分の仕事に、誠心誠意

打込む事が、最も必要なのではないかと思います。 

自分にも、それが最も求められていると、自分自身

に言い聞かせ、粛々と仕事に取り組んでいきたいと

思っております。 

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。 
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 ＊国際ロータリー日本事務局財団室より、災害

復興基金の受付についての案内が届いており

ます。 

 ①ロータリー東日本震災復興基金 

 ②ロータリー・タイ災害救援・復興基金 

 ③ロータリー「アフリカの角」飢餓・難民救済

基金の３つの受付についてです。 

 詳しくは回覧しております用紙のホームペー

ジでご確認ください。 

＊１２月のロータリーレートは７８円です。 

＊広報・ＩＴ委員会よりお知らせが届いておりま

す。 

 「ＲＩ広報補助金」が承認され、地区内のクラ

ブ奉仕活動を広く紹介していきたいので、協力

を 

 お願いしますとの事です。テーマは「ロータリ

ー活動とは」です。 

 編集後千葉テレビにて３０分番組で放映予定

だそうです。 

 



    

もう一つ、私が所属しております木更津東ロ

ータリークラブで実践していることですが、12

時くらいから会員が例会に集まり始めますが、

点鐘前に食事を済ませるようにしています。 

そうすると 15〜20 分位時間が余分に取れる

ようになり、例会が充実してきます。 

是非鴨川ロータリークラブでも実践してみて

いただきたいと思います。 

最後に、会員増強についてお話させていただ

きます。 

２７９０地区には 84 クラブありますが、10

月末現在で８４名の増強が図られております。

そして、なんと会員総数は、２７９０名であり

ます。 

会員増強で大事なことは、会長、幹事、ある

いは委員長に頼るのではなく、会員全員から推

薦者を出すということが重要です。 

会員増強は RI の指示があるからやるのです

かという質問もありますが、違います、鴨川ク

ラブの為にやることです。かつてこちらも５０

名を越える会員がおられたと聞いています。是

非５０名を目指していただきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 皆さんこんにちは。 

 ２年前に私が第４分区のガバナー補佐をして

いる時に、GSE の一行を誕生寺と鯛の浦にご案

内頂いた際は、大変お世話になりました。 

 鴨川クラブの活動計画書を拝見しまして、大変

素晴らしいクラブだなと思いました。 

 本年度の２７９０地区として、「より強力な魅

力あるクラブにしよう」という方針を掲げさせて

いただきました。 

 これは、鴨川ロータリークラブ２９名全員がロ

ータリーについて精通して欲しいということで

あります。それが強力なクラブの条件だと思いま

す。 

 週報を拝見しましたら、先週は伊藤地区委員が

研修リーダーとなられて米山に関する研修をそ

して、その前は財団に関する研修を開かれておら

れるということは、本年度の１０項目の重点目標

のひとつでもあります、「会員研修の充実」とい

うことを正に実践していただいているというこ

とであります 

 やはり２年前に、こちらのスポンサークラブで

あります館山ロータリークラブで卓話をする機

会をいただきました。その時、宮崎さんという会

員が「私が入会した頃は、定款細則を毎例会持参

して勉強した」とおっしゃられておられました。 

 数年前に「ロータリーを楽しもう」というテー

マがございましたが、単なる仲良しクラブではい

けないんだと思います。ですから、クラブ協議会

などの時間を活用して、ロータリーを知っていた

だきたいと思います。 

 さて、公式訪問ですが、あと私の所属しており

ます木更津東ロータリークラブとこちらのクラ

ブを残すのみとなりました。 

 「84 クラブ回るのは大変だろう」とよく言わ

れるのですが、私としては、大変楽しく回らせて

頂いたところです。 

 様々な貴重な意見を聞くことができました。 

 その中でお願いしてきたことがあります。 

 会長挨拶の中でロータリーの事を話して欲し

いと言うことと、会員卓話の中でも最後にはロー

タリーの話に結びつけて欲しいということであ

ります。 

◎ 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 ガバナー御礼 

武田 将次郎 台湾観光ミッション 

高梨 陽市 結婚祝 

鳥海  稔 映画上映 

倉島 圭子 新潟どんぶりサミット 

亀田 秀次 ガバナー御礼 

神定 浩明 映画上映 

三平 博美 会員増強、泥棒 

◎◎◎◎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 

11/29 29 2 18 6 82％ 

11/22 29 2 16 7 確定 82％ 

 



    

    


