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今週のプログラム 

クラブ協議会 

12：30 

1.点 鐘         会長 佐藤多恵子 

2.国歌斉唱 

3.ロータリーソング斉唱 

4.四つのテスト唱和    幹事 土田 育子 

5.来賓・ビジター紹介   会長 佐藤多恵子 

6.会長特別賞授与        伊藤 正人            

7.ガバナー補佐挨拶      古市 一雄様               

8.来賓ご挨拶    鴨川市長 片桐 有而様 

       千葉県議会議員 亀田 郁夫様 

9.会食（乾杯）鴨川市議会議長 野村 静雄様 

10.直前会長挨拶並びに認証状引継 

11.会長挨拶       会長 佐藤多恵子 

12.記念品贈呈     直前会長・直前幹事 

13.活動費並びに謝礼贈呈 

 文理開成高校インタークトクラブ 

 ボーイスカウト鴨川第１団  白井 裕司様 

 ボーイスカウト鴨川第 5 団  辰野 利文様 

 ガールスカウト千葉県第 82 団 滝口 様 

 鴨川市           片桐 有而様 

 鴨川シーワールドホテル   根本 輝彦様 

14.謝辞  文理開成高校インタークトクラブ 

（通常例会） 

15.会長報告 

16.幹事報告 

17.委員会報告 

18.出席報告 

19.点 鐘 

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 佐藤多恵子 

本日は大変お忙し中、鴨川市長片桐有而様、

千葉県議会議員亀田郁夫様、鴨川市議会議長野

村鎮雄様、国際ロータリー2790地区第五分区ガ

バナー補佐古市一雄様、始め多くのご来賓の皆

様方、鴨川ロータリークラブ 2012-2013年度第

一記念例会にご臨席頂き誠に有難うございま

す、皆様方には日頃より鴨川ロータリークラブ

の活動に対し格別のご高配を受け賜わり厚く御

礼申し上げます。 

私は、本年度会長を仰せ付かりました佐藤多

恵子と申します。この様な大役を仰せつかり、

身に余る光栄と共に責任の重さに押しつぶされ

る思いで御座います。微力ながらも誠心誠意、

努めてまいりたいと思いますので宜しくお願い

申し上げます。 

2012-2013年度国際ロータリークラブ会長 田

中作治氏は「奉仕を通じて平和を」をテーマと

し、あらゆる場面で奉仕を実践することにより、

分かち合いの精神を育み、友好を見出し、平和

の道を選ぶことが出来ると提言しています。そ

して「ロータリー世界平和ホーラム」の推進と



 

 

鴨川市長 片桐 有而様 

千葉県議会議員 亀田 郁夫様 

 

 

 

 

認証状引継 

乾杯 鴨川市議会議長 野村 静雄様 

会長特別賞授与 伊藤 正人    

ガバナー補佐挨拶 古市 一雄様    

 

共に、ロータリー戦略計画三つの優先項目「ク

ラブのサポート強化」「人道的奉仕の重点化と

増加」「公共イメージと認知度の向上」を挙げ

られました、此れを受け 2790地区ガバナー

得居仁氏は、ロータリーの目的である「職業

奉仕の推進を目指す」ことをきほん方針とさ

れました。 

私は、鴨川ロータリークラブの諸先輩方が、

脈々とつちかってこられた奉仕活動の歴史を

継承しながら「真の友愛と、情緒溢れるクラ

ブ」をテーマに、分かち合いの精神を育み、

今、「社会は何をロータリーに求めているか」

を念頭に置きながら、奉仕のこころを育み、

鴨川ロータリークラブの認知度の向上に努

め、ロータリークラブの原点を見つめ、互い

に高め合い、人としてよりよい生き方を模索

しながら、友愛に満ちた、情緒溢れる、クラ

ブ作りが、できたらと思っています、私は、

ロータリアンとしては、経験も浅く、人とし

ても、まだまだ未熟者で御座います、皆様方

の尚一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げ

まして、挨拶に代えさせて頂きます。 

本日は、誠に有難う御座いました。 

 

来賓来賓来賓来賓あいさつあいさつあいさつあいさつ    



 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

    

    

                            

    

    

                        

ガールスカウト千葉県第 82 団 滝口様    

鴨川市長 片桐 有而様    

例会場 鴨川シーワールドホテル様     ボーイスカウト鴨川第１団 白井 裕司様 

 ボーイスカウト鴨川第 5 団  辰野 利文様 謝辞 文理開成高校インタークトクラブ顧問様 

文理開成高校インタークトクラブ     

 

記念品贈呈 直前会長・直前幹事 

 



 

 

 

    

 幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                        幹事 土田 育子 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

伊藤 正人 会長特別賞 

佐藤 多恵子 記念例会 

羽鳥 鋭一 三日月コンペ準優勝 

 小高 由加里 〃 

土田 育子 活動計画書 

古市 一雄 委嘱状 

武田 将次郎 決算 

◎◎◎◎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 

7/3 32 2 24 6 93％ 

6/26 32 2 30 0 確定 100％ 

 

入会式 鴨川シーワールド 前田 廣行様    

委嘱状 

感謝状    
 会長会長会長会長報告報告報告報告                    会長 佐藤 多恵子 

 

皆様方の多大なご協力によりまして、無事第

一記念例会を、終える事が出来ました事を、心

より御礼申し上げます。 

改めて、責任の重さを痛感しています、当クラ

ブには、異業種の多彩な経験をお持ちの方々が

メンバーに入って来られたので、会員卓話、外

部講師卓話などを多く取り入れていきたいと思

います。又、土田幹事と共に、鴨川ロータリー

の認知度の向上に一生懸命努めて行きたいと思

っています。週一度例会に出席したくなる様な、

会員の皆様のお顔が見たくなるような、友愛に

満ちた、互いに高め合う事の出来るような、例

会のプログラム作りを、土田幹事と考えていき

たいと思っていますので、皆様方の一層のご指

導、ご協力をお願い申しあげまして会長挨拶と

させて頂きます 

 （（（（通常例会通常例会通常例会通常例会）））） 
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