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今週のプログラム 

会員卓話 

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.会長挨拶        会長 佐藤 信也 

5.幹事報告        幹事 羽鳥 鋭一 

6.PETS 報告  会長エレクト 佐藤 多恵子 

7.会員卓和           島田 誠一         

8.出席報告 

9.点 鐘 

13：30 

前日夕方に、本社との会議が、突然設定されてしま

い、止む無く欠席させて頂きました。ここにお詫び

致します。 

さて、本日、これも急なのですが、そして、私事に

なりますが、発表させて頂きます。 

昨日、4月 2日に、転勤を命じられました。 

鴨川の地を離れて、東京本社へ、異動しなければな

らなくなりました。私もサラリーマンの身ですか

ら、転勤は宿命でもあり、いずれ、この日は来ると

思っておりましたが、何もこのタイミングでなくて

も、良いのではと、大変無念に思っております。 

鴨川の地に赴任して、ちょうど 10年が経ちました。 

赴任当初は、都会暮らしから、いきなり、こう言っ

ては怒られますが、田舎の地にきて、非常にさびし

く感じたものです。そして、鴨川シーワールドとい

う、当社には異色の業態で、何をどうして良いのか

分からず、右往左往を繰り返しておりました。 

その後、だんだん社内の雰囲気や、仕事、人間関係

にも慣れ、又、車の免許も取得したり、ゴルフも本

格的に始めたり等、徐々に不安が払しょくされ、充

実していきました。 

様々な思い出が、今、走馬灯の様に、頭の中を駆け

巡ります。 

慣れるに従って、鴨川シーワールドに勤めている事

自体の良さが分かってきました。 

たくさんのお客様にお越し頂き、お客様の笑顔と感

動に出会えるからです。 

近いとは言え、都心から 2時間強かかる立地にも係

わらず又、各種競合の施設や異業種業態がある中

で、私どもを選んでわざわざお越し頂いているお客

様は、大変有難く、そのお客様の期待を裏切らない

様、努力・精進していく事に、やりがいを持って臨

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。 

やっと少しは暖かくなってきた様で、桜の開花宣言

も先日出されました。 

しかしながら、本日は、爆弾低気圧による、台風並

みの春の嵐となる様で、皆さん充分ご注意下さい。 

先週の例会は、急遽、欠席しまして、誠に申し訳あ

りません。 

 



 ＊山田修平ガバナーより、がんばろう！第

2790 地区チャリティパーティーの案内が

届きました。 

 日時 5 月 22 日（火） 18：00 

 場所ホテル ザ・マンハッタン 登録費１

３，０００円（チャリティーを含む） 

 登録締切日 ５月８日 

＊文理開成高等学校より入学式の案内が届い

ております。 

 日時４月１０日 10：00  

 場所 体育館 

＊本日例会終了後、理事会を開催します。理

事の方はお残りください。 

める様になってきました。 

平成 19年 7月に、総支配人を拝命し、早 4年と

9カ月。 

そして、鴨川ＲＣに、前任者の後を引き継いで、

入会させて頂いて 3年と 9カ月が経ちました。 

こんな未熟な私ですが、会長を仰せつかり、クラ

ブの皆さんと、又、クラブを通して、社外の方々

と、数多く知り合い、より親睦を、深めさせて頂

いたのに、誠に残念です。 

皆さんとお別れするのが、何よりもつらく悲しい

です。 

ロータリークラブに入っていて、本当に良かった

と、今程思える時はありません。 

本社では、家との往復だけで、社内以外の方とは、

ほとんど接点が無くなります。 

ましてや、地元密着の深い関係は、望むべくもあ

りません。 

無味乾燥な時を、これから送らなければ、ならな

いのかと思うと 

鴨川は本当に良い所です。気候は温暖で、自然に

恵まれ、山海の味覚も豊富で、人の気持ちも、大

変温かい所です。 

親の死に目にも会えなくても、ずっと鴨川に居た

い、終の棲家にしたいと、本気で思っておりまし

た。 

でも、やはりサラリーマンです。転勤を拒否すれ

ば、辞めるしかありません。非常につらい選択で

す。 

今後に関しましては、会長職があと 3カ月残って

おり、途中で投げ出したく、ありませんので、例

会や行事には、出席していきたいと考えておりま

す。 

都度、東京から出張で、来させて頂こうと思って

おります。 

本社にも、その旨伝えており、ある意味、これが

条件で転勤を受けるという事にしました。 

ただ、部外者が、その後続ける訳にもいきません

ので、代わりの者に、交代したいと、考えており

ます。 

どうか諸般の事情をご勘案頂き、お許し頂きたく

お願い致します。 

大変長くなり、又、突然の事で、大変申し訳あり

ませんが、これにて会長挨拶とさせて頂きます。

有難うございました。 

 

 

 PETSPETSPETSPETS 報告報告報告報告    会長会長会長会長エレクトエレクトエレクトエレクト    佐藤佐藤佐藤佐藤    多恵子多恵子多恵子多恵子 

 皆さん、こんにちは。裏山のそめい吉野も三分

咲きになり、春本番もやっとそこまでやってきま

した。 

３月３１日春の嵐の中、幕張のホテルニューオー

タニで行われた会長エレクト研修セミナーに行

って参りました。2012年～2013年国際ロータリ

ー会長のメッセージは、「奉仕を通じて平和を」

と言う事でした。地区委員については大幅に削減

 

 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 

羽鳥 鋭一 てる坊義援金 

 鳥海 稔 会長ご栄転 

武田 将次郎 誕生祝 

倉島 けい子 〃 

神定 浩明 〃 

佐藤 多恵子 〃 

古市 一雄 〃 

亀田 秀次 亀田医療大学 

島田 誠一 誕生祝 

末吉 一夫 〃 

◎◎◎◎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 

4/3 31 2 18 4 71％ 

3/27 31 2 13 6 確定 61％ 

 

 会員誕生祝会員誕生祝会員誕生祝会員誕生祝 

 イタリアンレストラン「キッズ」は 1987 年 27

歳の時に創業したのですが、その前は国鉄で車掌

の仕事をしていました。民営合理化で退職を決意

し、かねてから外国の文化を学びたかったので、

ロサンゼルスでサーフィンをしながらレストラ

ンで２年半働きました。この時の小さなリゾート

レストランのシェフに大きな影響を受け鴨川に

ある食材を使いなさいといわれました。 

 イタリアでは、食の文化に対してアンチテーゼ

としてスローフード協会という文化を作り出

しました。それは、 

①郷土の食材を守る 

 会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                    島田島田島田島田    誠一誠一誠一誠一 

    建築物建築物建築物建築物とととと天災天災天災天災についてについてについてについて    

 

 先の大震災で、浦安市などで液状化現象という

のがおこりましたが、これは、砂地で水位の高い

場所で起こる現象です。 

 土の粒子と水がバランスを崩して、土より軽い

水が吹き上がるという仕組みです。 

 建築物というのは、４つの構造に配慮して出来

上がっています。 

 ①地震②風③雪④重量です。 

 昭和５６年に仙台地震がありましたが、これを

受けて、建築基準法が大きく変わりました。 

し、少数精鋭で運営していくそうです。又、クロ

スプロモーションに付いての説明では、「委員会

の枠を超え異なる委員会と提携することで新た

な価値を見出そう」と言うことでした。今年度か

らロータリー財団が大きく変わるということで

すので、配布致しました資料をご覧ください。４

月３０日の地区大会において、各委員長さんに研

修に参加していただき、詳細については研修結果

報告にてみなさまにお話して頂きたいと思いま

す。 

国際ロータリー第２７９０地区がバナーエレク

ト得居会長の基本方針は、職業奉仕の推進にあり

常に最高善を目指すという事でした。最高善には

終わりがなく、人を幸せにしてあげる事が出来た

という認識が自分の心を幸せにしてくれる、とお

っしゃった言葉に感銘いたしました。 

まだまだ勉強不足で分からない事だらけですが、

職業奉仕と親睦の両輪をバランスよく回せるよ

う、一歩一歩ゆっくりと進んで参りたいと思いま

すので宜しくご協力お願い申し上げます 

 

 

 従って、これ以降に建てられた建築物とい

うのは、相当な震度にも耐えられるように設

計されています。 

 構造物はそうですが、阪神大震災などでも、

犠牲者の多くが、家具の下敷きになって亡く

なっています。 

 安全性を確保するためにも、家具の固定な

どに心掛けていただければと思います。 

 


