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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.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.年次総会                    

7.出席報告 

8.点 鐘 

13：30 

地区協議会は、前年同様、海浜幕張で開催されまし

た。 

前年出席した際は、大震災の液状化の影響で、あち

らこちらでひび割れや地盤沈下の跡が、残っており

ましたが、今回はかなり綺麗に修復されておりまし

た。 

会場入りして、いきなり表彰対象者は、別席に座る

様、案内され最前列に座らされました。 

地区協議会で、印象に残ったのは、山田ガバナーの

ご挨拶の中で、例会での会長挨拶は、ロータリーの

事について、話をしているクラブが、圧倒的に少な

いという点です。 

今年度のＰＥＴＳにて、ロータリーの事について、

少しでも良いので、話をする様にと、ご指導は受け

ておりました。 

しかしながら、私の未熟さ、不勉強さで、なかなか

ロータリーの事についての、お話はできませんでし

た。あらためて、深く反省させられました。 

表彰においては、3回も壇上に上がり、クラブを代

表して表彰状を授与させて頂きました。 

1つは、鴨川青年の家に避難されてこられた、福島

県の障害者団体の方々への支援が、評価されまし

た。 

2つ目は、長年ロータリー財団寄付金委員長を、務

めてこられた伊藤会員への感謝状です。 

3つ目は、前年度のロータリー財団に対する貢献と

いう事で、一人あたりの寄付金、第一位クラブとし

てＲＩ表彰を受けました。 

これらは、鴨川ロータリークラブが、積極的に活動

してきた結果、ご評価頂いたものであり、クラブ自

体の誇りになると思います。 

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。 

約 1カ月振りの、例会出席となりました。 

4月は 2週続けて、欠席致しまして、申し訳ござい

ません。先週 4/30は、地区協議会が開催され、久々

に皆さんとお会いさせて頂き、妙に懐かしい気分に

なりました。次年度に向けて、着々と事が進行して

おり、新たな船出もつつがなく行われていく様で、

安心しました。 

 



皆さんこんにちは。 

4 月

ここは素直に皆さんと、喜びを分かち合いたいと

思います。 

多くのクラブでは、表彰状の授与者は、会長エレ

クトが受け取られておりましたが、当クラブは、

何の疑いも無く、私が受け取ってしまい、後から

考えると、会長エレクトに配慮が足らなかった

と、これまた深く反省しております。 

午後の部会では、クラブ奉仕委員会に、神定会員

と共に、出席して参りました。 

詳細は後程、神定会員から、ご報告がありますの

で割愛致しますが、印象として残ったのは、他の

部会も同じかもしれませんが、少数精鋭主義で、

委員会を運営されて、いかれるとの事でした。 

当部会は、会員増強、広報、ＩＴ等の部会に分か

れて、それぞれの担当者が、運営されておられま

したが、次年度は、これら部会を無くして、委員

長を含め 5名の委員で、全体を運営されていくと

の事でした。 

そして会員増強においては、今年度は 10％純増

の目標でしたが、次年度は 1名の純増が、地区目

標となりました。 

又、会員増強セミナーは、例年 7月に実施されて

おりましたが、次年度は、1/26(土)に開催される

との事です。 

これは、例年退会者が、この時期に増加する傾向

がある事と共に次々年度に向けての再喚起の意

味合いを、持たせる為にも当時期に決定されたそ

うです。 

最後に、私事になりますが、転任後、約 1カ月近

くが経ち、少しは落ち着いて参りました。 

でも、まだまだ満員電車には慣れず、約往復 3時

間、鴨川の往復 30 分に比べると、時間がもった

いない気がします。 

朝起きて出社し、勤務後帰宅し、風呂に入って、

就寝しての繰り返しで、土日が待ち遠しく、指折

り数えている毎日です。 

今年度も、あと 2カ月を切りましたが、任期をし

っかりとまっとうしたいと思います。 

大変長くなりましたが、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。 

 

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

 ＊ガバナー会事務局より第 11 回日韓親善会議の

お知らせがまいりました。 

開催日時 ： ２０１２年８月３１日(金) 

～ ９月１日（土） 

開催場所 ： グランド・プリンスホテル

新高輪 「飛天」の間 

登録料   ： ２２,０００円 

＊財団室よりお知らせがまいりましたので回覧

いたします。 

＊旭ロータリー・クラブより会報をいただきまし

た。 

＊館山ロータリー・クラブより週報をいただきま

した。 

＊館山ベイロータリー・クラブより週報をいただ

きました。 

＊会長あてに社団法人太陽会様より、人事につい

ての報告が届いております。 

＊ＲＩよりクラブの会員統計ト費用に関する調

査のお願いが届いております。 

 提出締め切り５月１５日 

＊５月１３日（日）午後８時より、千葉テレビに

て、２７９０地区のロータリー活動が放映され

ます。 

 皆さんご覧ください。『三上さん、回覧のチラ

シを各会員あてに Fax をお願いします。』 

＊ＲＩよりニュースレターをいただきました。 

＊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。 

＊今週の土曜日 12 日は家族ＢＢＱ大会です。例

会は 12 時からですが、10 時頃より 

 クルージングや釣りを楽しみたいと思います、

集まった順番に乗船しますので、 

よろしくお願いします。釣りをされる方は、各

自ご準備ください。 

＊次週の例会は、家族ＢＢＱ大会の振替で休会と

なります。 



 

皆さんこんにちは。 

4 月 30 日幕張のアパホテルで行われ

た 2012年地区協議会に行ってきました

ので報告させていただきます。 

2012年―13年ＲＩ会長田中作次氏の

メッセージは「奉仕を通じて平和を」で

した。 

奉仕とは、生き方であり、思いやりの心

を重んじる事が調和に至る道である。生

活のあらゆる場面で奉仕を実践するこ

とで、分かち合いの精神を育み、友好を

見出し平和の道を選ぶ事が出来るとし

て、ロータリー世界平和ホーラムの推進

とともに、ロータリー戦略計画、三つの

優先項目を提言しています。 

1、「クラブのサポート強化」 

2、「人道的奉仕の重点化と増加」 

3、「公共イメージと認知度の向上」 

これを受け、2790 地区ガバナー得居仁

氏は「職業奉仕の推進を目指す」事を基

本方針とされました。 

私はこのメッセージ念頭に置きなが

ら、鴨川クラブらしい活動計画書を作り

たいとおもっています。なにとぞ、皆さ

まのご協力をお願い致します。 

 

  

 本日はお招きいただきましてありが

とうございます。 

 私は、福島県飯館村の親善大使をさせ

ていただいておりますが、村長は、２年

で村に帰ると宣言をして、村が 2つに分

かれてしまいました。 

 対立ではなく、対話でなんとか解決し

ていければと思っています。 

 私は、鴨川の大山で農業をしています

が、５月２７日に、城西国際大学観光学

部ＡＶホールで「鴨川のこれからを考え

る鴨川未来たち学校 vol.3」を開催しま

す。 

 エネルギーから見る地域活性化とい

うテーマで行いますので、お時間のある

方は、是非参加してみてください。 

 3.11に奪われたたくさんの命。でも同

時にたくさんの命がこの世に誕生しま

した。たくさんの愛に支えられて。失っ

たものは多いけれど、何が一番大切なの

かを幹事ることができました。この小さ

な子供たちに私たちは何をしてあげら

れるのだろうか？これからずっと先の

未来まで子供たちの笑顔を絶やさない

ために・・・。 

日本ユニセフ協会メッセージムービ

ーのテーマソングになりました「名も知

らぬ花のように」をお聞きください。 

 会員誕生祝 

 地区協議会地区協議会地区協議会地区協議会報告報告報告報告                佐藤 多恵子  講師卓話講師卓話講師卓話講師卓話                                    Ｙａｅさん 



 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

小篠  隆 誕生祝 

佐藤 信也 例会欠席 

伊藤 正人 Ｒ財団面接 

高梨 陽市 Ｙａｅさん募金 

末吉 一夫 島田代理出席 

島田 誠一 代理出席 

◎◎◎◎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 

5/22 32 2 30 0 100％ 

5/8 31 2 19 2 確定 66％ 
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24.5.26 於：鴨川ユニバースホテル 

佐藤会長エレクトよりロータリーバッジ 

2012年５月２２日に鴨川ホテル三日月にて、

鴨川・勝浦・千倉３クラブ合同例会が開催さ

れ、鴨川自動車教習所所長の滝口 健史様の

入会式が執り行われました。 


