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今週のプログラム 

夜間例会 

12：30 

1.点 鐘         会長 佐藤 信也 

2.ロータリーソング斉唱 

3.会長挨拶        会長 佐藤 信也 

4.幹事報告        幹事 羽鳥 鋭一 

5.会長総括        会長 佐藤 信也 

6.出席報告 

7.点 鐘 

13：30 

去る、6 月 15 日、勝浦三日月ホテルにおきま

して、第 5分区の新旧会長幹事会が開催されま

した。 

現ガバナー補佐、新ガバナー補佐を含め、現会

長幹事、新会長幹事が一同に会し、今年度の総

括及び新年度の抱負や、会計報告などがなされ

無事終了し、懇親会にて親睦を深めて参りまし

た。 

又、私の後任者として、鴨川ＳＷの前田副総支

配人を、本日より参加させておりますので、こ

れからご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま

す。 

簡単ですが、これで挨拶とさせて頂きます。 

 

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。 

今年度も残すところ、本日と次週の夜間例会、

7月の第 1記念例会の 3回となりました。 

本日のプログラムにおきまして、会長の今年度

総括の卓話がありますので、挨拶は簡単に申し

上げます。 

 

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

 



 ＊地区国際奉仕委員会・ロータリー財団委員

会合同セミナー開催のお知らせです。 

 出席対象者 会長 ・ 幹事 ・ 国際奉

仕委員長 ・ ロータリー財団委員長 

 （義務出席セミナー） 

 場所 京葉銀行文化プラザ ６回 欅の間 

 日時 ８月４日（土） 10：00～16：00 

＊鴨川市観光協会様より鴨川納涼花火大会の

開催案内ならびに協賛のお願いをあずかりま

した。 

 開催日時 平成 24年 7月 29日 19：30～20：

30 

 開催場所 フィッシャリーナ鴨川 

 協賛金  7 万円 

＊ハイライトよねやま１４７をいただきまし

た。 

＊得居ガバナー事務所より、次年度 7 月号の

ガバナー月信よりページ数大幅削減する方

針のため、 

顔写真掲載は、新ロータリアンのみとさせ

ていただきます、ご了承くださいとの事で

す。 

＊鴨川ライオンズクラブ様より新年度第１回

記念例会の案内をいただきました。 

 日時７月５日 18：00～21：00 場所鴨川グ

ランドホテル 

＊日本赤十字社社様より、赤十字活動資金へ

の協力のお願いをいただきました。 

＊ロータリー財団「未来の夢ニュースレター」

６月号がまいりました。 

＊ライラレポートをいただきました。 

会長総括会長総括会長総括会長総括        会長 佐藤 信也 

  

  

皆さん、改めまして、こんにちは。 

まず最初に、今年度、会長という大役を仰せつかっ

た、私でございますが、まだロータリー歴の浅い、

未熟者でしたので、皆様に多大なるご迷惑をお掛け

致しました事、この場をお借りして、深くお詫び申

し上げます。 

その上、至らぬ私に対して、皆様からの暖かいご支

援、ご指導、ご協力を頂きました事、深く感謝致し

ます。 

思い起こせば 1年前、ロータリー歴の浅い、未熟者

の私が、50 年の歴史を誇る、伝統ある鴨川ＲＣの

会長職を、果たして、まっとうできるかどうか、不

安で一杯の中、更に、かの大震災の影響の余韻が、

冷めやらぬ時期からの、スタートとなりました。 

当時は、その被害の大きさもさる事ながら、原発事

故に伴う放射能の問題、更に電気が不足し、計画停

電や使用料、15％カットの義務付け、又、部品不足

や流通の混乱による、日本経済の停滞等、公私共々、

頭が痛く、苦労が絶えなかった時期でした。 

まだ皆様にも、記憶に新しいところではないかと思

います。 

そんな中、会長職をお引き受けしたからには、クラ

ブを活性化するには、どうしたら良いだろうか、よ

り親睦を深めるには、どうしたら良いだろうかと、

無い頭を絞って、自分なりに考えてみました。 

今年度のＲＩ会長の、カルヤン・バネルジー氏のテ

ーマは、「こころの中を見つめよう、博愛を広げる

為に」で、深く自己を省みる事によって、人類が同

じ夢、希望、願望、問題を分かち合っている事を、

理解して欲しいと、説いておられました。 

この意を受け、まず最初に、今年度の会長方針とし

て、「ふと立ち止まって、自分を俯瞰して見てみよ

う」としました。 

これは、人としての良心に基づき、自分に対して絶

えず行動しているか、問いかけてみよう。自分で自

分を客観的に見て、人としての良心に反した行動

を、とっていると認識したら、素直になって正そう

という事です。 



 ＲＣは、志を同じくした個々の集まりであり、各

自それぞれが、自分を俯瞰してみる事で、ロータ

リーの基本に、忠実に奉仕する事となり、クラブ

の活性化・発展につながり、その結果、地域社会

にも貢献する事となり、そそれぞれのクラブで、

雰囲気が全く違い、大変良い勉強をさせて頂きま

した。又、普通では知り合えない方々と、お話で

きた事が嬉しく思えました。今では、懐かしい思

い出です。 

そして地区大会では、優秀クラブとして表彰さ

れ、壇上に上がって表彰状を授与させて頂きまし

た。前年の、古市・島田年度の功績に対して表彰

されたもので、私では、大変せんえつな事と思っ

ておりました。 

今でも、非常に緊張した事を、覚えております。 

反省点としましては、例会時間が時々、オーバー

してしまいました。会員の方々には、ご迷惑をお

掛けした事と、大変申し訳なく思っております。 

そしてやり残した事としましては、前年度からの

課題でありました身延ＲＣとの、姉妹クラブ締結

が、できなかった事です。 

同じ日蓮さん繋がりで、親交を深めていきたい

と、思っておりましたが、私の個人的な都合で、

かないませんでした。 

年が明けて春になったら、本格的に着手しよう

と、意気込んでいた矢先の、転勤となりました。 

前年度受けた宿題を、今年度解決できず、次年度

に持ち越してしまいます事、大変申し訳なく思っ

ております。 

どうか皆様のご協力、ご支援のもと、佐藤多恵

子・土田年度にて 

姉妹クラブの締結を、実現して頂きたいと思いま

す。 

最後に、本日を含めて、第一記念例会まで、あと

3回となりました。 

逆に鴨川の地を離れて、東京本社へ転勤して、は

や 3カ月が経ちました。 

今後はＲＣを通して知り合った、鴨川ＲＣの皆様

や、第 5分区の皆様と余程のことが無い限り、お会

いする機会は、無くなります。 

これが一番つらいです。 

見ず知らずの人でも、ロータリアンは、旧知の間柄

の様に、やぁと言って、直ぐに打ち解けてしまいま

す。 

私が思うには、これがロータリーの、最大の魅力で

あると思います。 

ちょうど 1年前、会長職を仰せつかって、失意と不

安の中で、落ち込んでいたところ、三平会員から、

1年後には会長をやってて良かった、もう少し務め

たいと、思う様になるよと、言われました。 

当時は、まさか、あり得ないと思っておりましたが、

今は身に染みて、心の中から、そう思っております。 

大変長くなりましたが、未熟者の私を暖かく見守っ

て下さいましたロータリアンの皆様に、あらためて

深く感謝致します。 

今年度をもちまして、本日オブザーバーとして参加

させて頂いております、前田副総支配人へバトンタ

ッチをして、お別れとなりますが、どこか街でお会

いしました際は、是非声を掛けて下さい。 

又、ＲＣの行事以外の、親睦の機会の際にも、特に

草刈系やお酒系にも是非お誘い頂ければ、幸甚の極

みでございます。 

どうか皆様、末長くお元気で、又、鴨川ＲＣが、益々

ご発展されます事を切にお祈り申しあげまして、今

年度の総括にさせて頂きます。 

有難うごさいました。 
◎ 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 温かいお言葉 

古市 一雄 三日月ホテル宿泊 

三平 博美 夜間例会欠席 

◎◎◎◎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 

6/19 32 2 20 8 93％ 

6/5 32 2 17 7 確定 77％ 

 


