
Ｎｏ.２４４４ (15) ２０１３年１２月３日 

  

HE WEEKLY NEW 

 

 

 

 

 

 

例会報告 

2013年 11月 26日 

 １２：３０ 

１．点 鐘            会長 羽鳥鋭一 

２．ロータリーソング     「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介        会長 羽鳥鋭一 

４．会長挨拶            会長 羽鳥鋭一 

５．幹事報告           幹事 倉島圭子 

６．講師卓話 （ロータリー財団への寄付） 

７．各委員会報告 

  親睦委員会 会員結婚記念日祝い 

８．転勤、着任のあいさつ 

鴨川シーワールド 前田会員、荒井一利様 

９．ニコニコタイム 

10．出席報告            本多利夫 

11．点 鐘 

１３：３０ 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶       会長 羽鳥鋭一 

   

みなさんこんにちは。 

先週の土曜日、休日を利用してボランティアで飯岡町

に行ってまいりました。 

昨年度、社会奉仕委員会と新世代奉仕委員会合同でセ

ミナーを開催しました。 

このセミナーには、確か、鈴木敦会員、小篠会員にも

参加いただいたと記憶しています。 

今回参加したボランティア活動もこのセミナーで飯

岡町の津波を語り継ぐ会の方が講演を 

してくださったことがきっかけで始まったようです。

そしてこのセミナーの担当をしていたのが、昨年度新

世代奉仕委員会の地区委員として、ご一緒させていた

だいた木更津東ＲＣの渡辺元貴さんです。今回３回目

の活動で、地区委員の時から、お誘いを受けていたの

ですが、前２回は都合がつかず、お断りしていました。

一度くらいはお付き合いしないといけないと思い、本

当は行きたくなかったのですが、行ってきました。集

合場所は、刑部岬展望台駐車場。津波被害のあった海

岸から見上げると崖の上に見える建物で、実際にこの

場所に立つと、太平洋、飯岡漁港、海岸、街並みまで

眺望できます。天気が良かったこともありますが、と

ても素晴らしい場所なので機会があれば行ってみて

ください。 

さて、その活動内容ですが、被害にあった海岸から飯

岡漁港をぬけると神社があります。 

そのわきから、先ほど説明した刑部岬へと続く遊歩道

があるのですが、これを整備して高台へ抜ける避難路

にしようというものです。道自体は舗装された道なの

ですが、両サイドから木や竹が生い茂り、通行が困難

だったそうです。１回目２回目はその木や竹、草を刈

りとる作業をしたそうです。そして今回は、その刈っ

た竹や木を下の神社まで運びだし、細かくして、処分

する作業を午前中２時間、午後２時間合計４時間やり

ました。 

午前中に木や竹を下まで運ぶのですが、かなり重たい

ですし、竹などは長くて運びづらい。 
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次週のプログラム 

１２／１０ クラブ研
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今週のプログラム 

１２／３ 年次総会 

ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ（奉仕プロジ

ェクトについて） 



運び終わると坂道や階段を上り何往復もしました。午

後は運んだ木や竹を８０ｃｍ程度に切り分け束ねる

作業をやりました。このボランティアには地元の方、

木更津、成田、県外からも駆けつけ３０人くらいで作

業しました。たった一日でバテバテでしたが、この方

たちに話を聞くといろんなところで、活動をしている

そうです。なかなか出来ることではないと改めて感じ

た次第です。この作業をあと５～６回続けるとの事で

す。 

竹や雑草を取り除くと、あじさいや椿が植えてあるこ

とに気づき、この後片付けが終わって花でも咲いたら

達成感と感動を味わえるかもしれません。福幸弁当も

なかなかのものでした。しかし渡邉さんには「もう誘

わないでね」と言いました。 

ですが、今年の私は運があるというか、参加していた

地元の方に仕事の話をし、まんじゅう工場も経営して

いることなどを伝えたところ、平成２７年に道の駅が

出来るので協力して欲しいという嬉しいことになり

ました。その上、大好きなアイスクリームまでごちそ

うになりまして、う～んあと２,３回行くようですか

ね・・・。 

最後になりますが、前田さん短い間でしたが大変お世

話になりました、仕事もロータリーも、もう少しご一

緒したかったですが本社へのご栄転なので仕方あり

ません。 

鴨川に来る際は是非お声掛けください。本当にありが

とうございました。 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告       幹事 倉島圭子 

     
1、 国際ロータリー日本事務局より１２月のロータリ

ーレートは１ドル 100円と連絡がありました。 

2、 去る 11月 8日のフィリピン台風災害について、募

金のお願いがガバナーより届いております。 

バスケットを回しますので募金協力お願いいたし

ます。 

3、 「日台ロータリー親善会議」の開催のご案内とプ

ログラムが届いております。 

4、 地区ロータリー・リーダーシップ研究会の開催が

再度届いております。 

5、 地区職業奉仕委員会より 10月 12日に開催された

職業奉仕セミナーの報告が届いております。 

連絡 

旭ロータリークラブクラブより週報が届きました 

    

講師卓話講師卓話講師卓話講師卓話    （ロータリー財団への寄付） 

    2790地区 ロータリー財団委員会 

        資金推進小委員長 伊藤正人 

    
１． ロータリー財団の評価 

 アメリカの非営利団体の独立系格付け機関チャリ

ティ・ナビゲーターから６年連続の４つ星（最高評価） 

 （アメリカの慈善団体の３％のみが誇ることのでき

る名誉）：財務管理能力、説明責任、透明性に高い評

価 

２．「未来の夢計画」について（略） 

３．ポリオ・プラスについて 

 アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの

常在国では症例数激減の一方、ソマリア、ケニア、

エチオピアなどの非常在国で症例数増加 

人間の移動が迅速、広範囲の現在、油断すると

瞬く間に感染拡大の怖れ。安価な生ワクチンを広

範囲に摂取することで、感染拡大を防止する必要

あり。 ポリオ撲滅キャンペーンは昨年度で終了

したが、引き続きポリオ対策を継続する必要あり。 

２７９０地区：今期地区活動資金より 20,000

ドルを寄付 

ゲイツ財団 追加寄付表明（ロータリアンの寄

付に 2倍の上乗せ） 

４．財団への寄付について 

寄付の種類：年次寄付、恒久基金、使途指定寄付 

今年度２７９０地区の寄付目標 

 年次寄付 一人１３０＄以上 

昨年の寄付実績 

年次寄付：２７９０地区 316,058＄（118＄／人）、

鴨川ＲＣ 3,265＄（102＄／人） 

 鴨川ロータリーの財団委員会活動計画 



  ・年次寄付 １３０ドル／人 以上 

  ・ＰＨＦ ２名 、ＭＰＨＦ １名 

  ・恒久基金（ベネファクター）： １名 

  ・認証ポイントを利用して 100％ＰＨＦクラブ

を目指す 

寄付増進方法： 

●130ドル／人を達成するためには、例年の 1万

円円に加えて、30ドル×34人＝1,020ドル必要 

●認証ポイントを利用して 100%ＰＨＦクラブと

する：現在 34名の会員中ＰＨＦ 21名（うちマル

チ 8名）、非ＰＨＦ13名 

 全員ＰＨＦとするために、非ＰＨＦにクラブと

個人の移譲可能な認証ポイントを移譲するとと

もに、該当会員にも追加の寄付を要請。 

  クラブポイント：270×13＝3,510 

  個人ポイント ：     2,110 

  個人の追加寄付：     3,690 

         これにより、一人１３０＄も達成 

  （あくまでも“案”ですので、次週の理事会で

ご検討願います。） 

    

各委員会報告各委員会報告各委員会報告各委員会報告    
 親睦委員会        前田廣行 

会員結婚記念日祝い 

 
  古市一雄・千鶴子ご夫妻 

  高梨陽市・ジェニファーデビッドソンご夫妻 

  藤代茂和・倫子ご夫妻 

  三平博美・弘美ご夫妻 

  加藤和夫・千里ご夫妻 

  神定浩明・千穂ご夫妻 

 

転勤転勤転勤転勤、、、、着任着任着任着任のあいさつのあいさつのあいさつのあいさつ    
    鴨川シーワールド総支配人兼館長 

   荒井一利様 

   

 昭和 54年に飼育係として入社し、鳥羽山館長のご

指導を受けました。館長と総支配人を兼務するのは鳥

羽山氏以来２人目です。今後、よろしくお願いします。 

 転勤 前田廣行会員 

 
 

◎ニコニコボックス 

氏  名 メッセージ 

前田廣行 転勤、１年半の親交のお礼 

脇坂保雄 前月の結婚記念日祝いお礼 

神定浩明 結婚記念日祝いお礼 

藤代茂和 結婚記念日祝いお礼 

亀田秀次 例会欠席 

鈴木 敦  

◎出席報告  出席免除会員３名 

例会日 
会員

総数 出 席 欠 席 Ｍ．Ｕ 出席率 

11月 26日 ３４ 16  14 90.9％ 

11月 12日 ３４ 16  15 確定

96.8

％ 

 

 

フィリピン台風被害支援募金  

２０，００１円 

ご協力ありがとうございます。 
 


