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例会報告 

2013年 12月 10日 

１２：３０ 

１．点 鐘            会長 羽鳥鋭一 

２．ロータリーソング     「我等の生業」 

３．会長挨拶            会長 羽鳥鋭一 

４．幹事報告           幹事 倉島圭子 

５．新会員入会式 

     荒井一利会員 

６．クラブ研修セミナー       伊藤正人 

７．各委員会報告 

  親睦委員会 会員配偶者誕生日祝い 

８．ニコニコタイム 

９．出席報告            本多利夫 

10．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。 

先週は例会をお休みさせていただきありがとうござ

いました。おかげさまでお見送りすることが出来ま

した。その際、佐藤信也パスト会長にもお会いしま

して、皆様によろしくとのことでした。 

さて、先週の金曜日は第２回目の５分区会長幹事会

が、千倉の魚拓荘鈴木屋さんで開催され倉島幹事、

伊藤地区委員とともに出席してまいりました。 

ガバナー補佐はあいさつで、「第５分区内のガバナー

公式訪問が無事に終わりました、会員の皆様によろ

しくお伝えください」と述べ、情報研究会、地区の

ゴルフ大会、地区大会、分区のゴルフコンペなど予

定通りに消化していますと報告いただきました。 

その後、各クラブより上半期の活動内容について発

表されましたので、各クラブの主だった内容を少し

報告させていただきます。 

千倉ＲＣ・・・２８回ゲートボール大会の開催、千

倉町産業祭りへの協賛 

また、７月当初９名だった会員が現在１１名に増え、

どうにか６月までに１５名を目標にしたいとの事で

した。 

館山ベイ・・・９月１２日に１００名ほどの献血活

動、北海道地区大会の参加 

鋸南ＲＣ・・・野球大会の開催 

勝浦ＲＣ・・・ペットボトルキャップを集めてワク

チン１００本以上に 

Ｂ-１グランプリ１２万８０００人 ここでもキャ

ップを集める。 

１２/８１万人チャリティーコンサートの開催など 

館山ＲＣ・・・財団の地区補助金を使った平砂浦の

松植樹を支援学級の生徒たちと一緒に行った。生徒

たちの成長する姿をみて感じたなどと感想を述べら

れました。 

鴨川もマニトワックのことなどをそれなりに報告し

ておきました。 

その後地区委員からも報告があり、関さんは館山の

ように地区補助金を活用してほしいと伝えられまし
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次週のプログラム 
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今週のプログラム 

12/17 Ｘマス家族会 



た。また、地区補助金についてのセミナーが開催さ

れますので、会長エレクトには是非出席してもらい

たいとの事でした。 

会議の最後に、皆様ご存知と思いますが、千倉の小

滝会長が旭日小綬章を受賞されましたので、分区よ

りお祝いと、分区内会長幹事で記念品をお渡しいた

しました。 

そして今月は、家族月間です。次週はいよいよクリ

スマス家族会があります、私もサンタクロース頑張

りますので、大勢参加いただいて、日ごろの感謝を

伝えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告       幹事 倉島圭子 

     
1、 ＲＩ日本事務局より財団室ニュースが届きまし

た。 

2、 千倉ＲＣの小滝季儀会長が旭日小綬章を受賞さ

れました。先日の会長幹事会の時 5 分区よりお

祝いをお渡ししました。 

3、 社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会よりかもが

わ福祉でまちづくりフェスティバル実施要項が

届きました。鴨川ＲＣより協賛をいたします。

回覧いたしましたのでご覧ください。 

4、 安房地方特別支援教育振興大会実行委員会より

御礼状が届きました。児童、生徒のカレンダー

をいただきした。 

連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    

来週はクリスマス家族会です。１８：３０点鐘にな

りますので、よろしくお願いします。 

12月 17日のクリスマス家族会の出欠をお願いいた

します。 

 

12月 24日の例会場所は変更になります。ユニバー

スホテルとなりますので、お間違えの無いようにお

願いいたします。 

新会員入会式新会員入会式新会員入会式新会員入会式    

 鴨川シーワールド館長兼総支配人 荒井一利

様 

    

    

クラブクラブクラブクラブ研修研修研修研修セミナーセミナーセミナーセミナー                
研修リーダー 伊藤正人    

ロータリーの沿革、歴史など 

    

設立1905年 ポール・ハリスら4人 親睦と互

恵が目的 

1906年 地域社会への貢献：奉仕事業第1号と

して シカゴ市に公衆便所を設置 

1917年 ロータリー財団の前身である基

金創立（アーチ・クランフ） 

  ※1917年 ライオンズクラブ誕生 

1922年 22-17号決議 

⇒社会奉仕に関する大激論 

 「ＲＩ第13回年次大会は、各ロータリーク

ラブが行っているかかる人道的活動を賞

揚し、且つ本大会に出席している各代表

者に対し、この問題に関する注意を喚起

し、またこの運動が各クラブの地域社会

における奉仕の機会を提供するものであ

ることを、それぞれのクラブに認識させ

るようここに決議する。」 

1923年 「決議23－34」により国際ロータ

リーの分裂回避 

社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕にににに関関関関するするするする1923192319231923年年年年のののの声明声明声明声明    

国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー（ＲＩ）：（ＲＩ）：（ＲＩ）：（ＲＩ）：２００以上の国と



地域の34,558のクラブの連合組織連合組織連合組織連合組織 

 ＲＩの目的 

（“社会奉仕に関する1923年の声明”より） 

ａ．ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成及び

全世界への普及 

ｂ．ロータリークラブの設立、激励、援助及び

運営の管理 

ｃ．一種の情報交換の場として、各クラブの問

題を研究し、また強制でなく有益な助言を与

えることによって各クラブの運営方法の標

準化を図り、社会奉仕活動についても、すで

に広く多くのクラブによってその価値が実

証されており、ＲＩ定款に掲げられているロ

ータリーの香料の趣旨にかない、これを乱す

ような恐れのない社会奉仕活動によっての

み、その標準化を図ること 

ＲＩはどんなクラブのどんな社会奉仕活

動にせよ、それを命じたり禁じたりすることは

絶対にしてはならないものとする。 

  日本日本日本日本ののののロータリーロータリーロータリーロータリー    

  1920年 東京ロータリークラブ創立 

 （世界で８５５番目）－米山梅吉翁 

  1940年 国際ロータリーより脱退 

  1949年 国際ロータリー復帰加盟 

   ロータリーのクラブ数、会員数 

 クラブ数 会員数(人)  

世 界 34,558 1,220,115 13/6/30現在 

日 本  2,280     88,256  13/9/30現在 

千葉県     84      2,759  13/9/30現在 

２．標語、綱領（目的）など 

１）標 語 

第第第第１１１１標語標語標語標語    超我超我超我超我のののの奉仕奉仕奉仕奉仕：：：：Service Above Service Above Service Above Service Above 

SelfSelfSelfSelf 

第第第第２２２２   最最最最もももも奉仕奉仕奉仕奉仕するするするする者者者者、、、、最最最最もももも多多多多くくくく報報報報いらいらいらいら

れるれるれるれる：：：：    One Profits Most Who Serves BesOne Profits Most Who Serves BesOne Profits Most Who Serves BesOne Profits Most Who Serves Best 

奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想（ideal of serviceideal of serviceideal of serviceideal of service） 

“I ServeI ServeI ServeI Serve”  と“We ServWe ServWe ServWe Serve” （ロータリ

ーとライオンズの違い） 

２）ロータリーの目的(Object：以前は綱領） 

主文：ロータリーの目的は、意義ある事業の

基礎として奉仕の理念を奨励しこれを育む

ことにある。 

  ３）定款・細則 

３年に一度の規定審議会により標準定

款、推奨細則を改訂、各クラブに提示。 

 各クラブは、特別な事情がない限り標準

定款をそのまま受容しなければならない。 

クラブ細則に関しては、標準定款に背反

しない限り随時改訂可能（ガバナー事務所

に報告すればよい。 

４）４つのテスト 

  1932年ハーバートＪテーラーにより創作 

 事業及び専門職務に携わるロータリ

アンが、職業生活において遵奉すべきモ

ットー； 倒産しかけていた会社の再起

のために抜擢されたテーラー氏が、再建

のため社員に徹底させ、成功した。 

 ５）ロータリアンの行動規範（職業宣言） 

 ロータリーの最大の特色である“職業奉仕”

精神を明文化 

 

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 配偶者誕生日祝い 

 12/1 末吉会員奥様 和子様 

 12/18 三平会員奥様 弘美様 

 

◎ニコニコボックス 

氏  名 メッセージ 

三平博美 配偶者誕生日祝いお礼、新車納入 

末吉一夫 配偶者誕生日祝いお礼 

佐藤多惠子 3週例会欠席 

倉島圭子 新車購入、現存車両修理完了 

滝口健史 冬の交通安全週間 

羽鳥鋭一 荒井会員入会 

◎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 

12月 10日 ３４ １６  １０ 81.2％ 

11月 26日 ３４ １６  １５ 96.8％

確定 



 


