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国際ロータリー2012～13年度会長 田中 作次 

  

～～ 世 界 理 解 月 間 ～～ 

第 2548回例会 平成 25 年 2 月 14 日（木） 

国際ロータリー第２７９０地区 第９分区 

２０12～２０１3年度 

 

 

於： ラディソンホテル成田 

１３：３０ 登録開始  （敬称略） 
 【合同例会】   
 司会         富里ＲＣ幹事 岡野耕平 
１４：００ 点鐘 第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 開会のことば 印西ＲＣ会長 大塚貞夫 
 国歌、奉仕の理想、四つのテスト 斉唱  
 ガバナー補佐あいさつ「奉仕を通じて平和を」 第 9 分区ガバナー輔佐 宮川欽一 
 歓迎のことば 富里ＲＣ会長 佐々木敬悦 
１４：３０ 各クラブ会長紹介 第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 6 クラブ活動計画発表 クラブ代表   創立順 約 5 分 
１５：１０ 直前ガバナー補佐に感謝状・記念品贈呈 
  第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 直前ガバナー補佐謝辞 八街ＲＣ 塩野谷征三郎 
 次期ガバナー補佐紹介 第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 次期ガバナー補佐挨拶 成田ＲＣ 設楽正行 
 次期ホストクラブ挨拶 成田ＲＣ会長エレクト 遠藤英一 
１５：２５ 閉会のことば 成田ＲＣ会長 小宮山四郎 
 点鐘 第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 ―休憩―    
 【講演】   
１５：４５ 講師紹介 富里ＲＣ幹事 岡野耕平 
 講演「ロータリーを楽しみましょう」  
 ロータリーの友 編集長  二神 典子 氏 
 質疑応答   
 ―休憩―   
 【懇親会】   
 司会 富里ＲＣ会長エレクト 寒郡茂樹 
１７：３０ 開会のことば 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ会長 金子公久 
 ガバナー補佐お礼 第 9 分区ガバナー補佐 宮川欽一 
 乾杯 八街ＲＣ会長 福田 守 
 懇親会   
 「手に手つないで」斉唱  
１９：００ 閉会のことば 白井ＲＣ会長 伊藤 仁 
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◇ 歓迎のことば 

富里ロータリークラブ 
会長 佐々木 敬悦 

本日は第９分区のＩＭの開催に際しまして、沢山の会員の皆様方にお集まりを頂きまして、
本当にありがとうございました。 
また、ガバナー補佐輩出クラブ、そしてホストクラブとして富里ロータリークラブ会員一
同、心から皆様を歓迎したいと思います。  
今年度も、いよいよ残すところ４ヶ月半となりました。第９分区の会員のみなさんが、こ
のようにお集まりになるのは、今日のＩＭが最後になるのではないかと思い、がんばって
やらせて頂きますが、なにかと行き届かない点も多々あろうかと思いますが「ロータリー
の友」ということで、お許しを頂きたいと思います。 
さて、日頃、宮川ガバナー補佐はトップに立って、「ロータリーの心、精神」を地域社会
に浸透させる行いを実践しております。 
また、会員の皆さんにも、今まで以上にロータリーを究めて頂きたいということでガバナ
ー補佐よりお話があり、今回の講演の企画となりました。 
本日のＩＭのテーマは「ロータリーを楽しみましょう」であります。 
講師には、一般社団法人ロータリーの友事務所理事であり、「ロータリーの友」編集長で
もあります二神典子様にお願いしております。 
本日、ご列席の皆様方には、ぜひ今まで以上に「ロータリーの友」を愛して頂き、「ロー
タリーの友」を、「読まれるベストセラー」にして頂きたいと思います。最後に、本日の
ＩＭが、会員の皆様方にとりまして、大変有意義なものとなりますよう、心からご祈念申
し上げまして歓迎のことばに代えさせて頂きます。 
 

富里ロータリークラブ 

佐々木敬悦 会長 

 

宮川 欽一 

第 9分区ガバナー補佐 
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◇ ガバナー補佐あいさつ 
第 9分区ガバナー補佐 宮川 欽一 

ＲＩ会長の「奉仕を通じて平和を」のテーマで発足した２０１２―１３年度も半期ＩＭに
辿り着き、本日このように沢山の９分区ロータリアンのご参加を得てインターシティー・
ミーティングを開催出来ますことは、この上ない喜びでございます。 
昨年、１０月１８日のＲ情報研究会におきましても第２７９０地区では第９分区の参加人
数が最上位ランクで、ガバナー及び地区の方々より多大な賞賛を受けました。一重に分区
各クラブの会長はじめ、各ロータリアンの方々のロータリークラブの高い奉仕の思いが内
外に示された結果でありました。 
得居ガバナーは、ＩＭに関して、「恒例では年度ガバナーが挨拶文を出しておりましたが、
地区内１３分区各補佐に今期はすべて委ねているので挨拶文は控えさえて下さい」との通
達がありましたのでご理解ください。 
本日のＩＭの前半は、各クラブの会長より前期の実行した成果、また後期に実行する課題
などの発表をお願い致します。 
また、後半は『ロータリーの友』二神編集長よりロータリーの基本の講演をして頂きます。
講演のテーマは「ロータリーを楽しみましょう」です。 
我々、入会したときは諸先輩より受けた指導も年月が経ちますと忘れがちになります。本
日は二神編集長の話を聞き、原点に戻れればと思います。 
終わりに本日のＩＭが十分な成果を挙げ今後のロータリー活動に大きく反映できればと願
います。 
 

◇ 6 クラブ活動計画発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪講 演≫ 

「ロータリーを楽しみましょう」 

講師 ロータリーの友 編集長  二神 典子 氏 

１９５９（昭和３４）年 ５月２８日生まれ 

学歴 

 １９７８（昭和５３）年 ３月 島根県立松江北高等学校卒業 

１９８２（昭和５７）年 ３月 青山学院大学法学部公法学科卒業 

１９９６（平成 ８）年 ９月 法政大学大学院博士課程修了（経営学修士） 

    修士論文のテーマは 

「パブリック・リレーションズ（広報）」 

２０００（平成１２）年 ３月 愛知学院大学大学院博士課程 単位修了満期退学 

    （経営学研究科 広告・広報管理研究） 

２０００（平成１２）年 ４月～２００３年３月 愛知学院大学大学院 研究員 

成田ロータリークラブ 

小宮山 四郎 会長 

印西ロータリークラブ 

大塚 貞夫 会長 

白井ロータリークラブ 

伊藤 仁 会長 

成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

金子 公久 会長 

八街ロータリークラブ 

福田 守 会長 

富里ロータリークラブ 

佐々木敬悦 会長 

直前ガバナー補佐に感謝状・記念品贈呈 

直前ガバナー補佐謝辞 八街ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ塩野谷征三郎 
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職歴 

１９８４（昭和５９）年 ４月 ロータリーの友事務所 入社 

１９９３（平成 ５）年 ７月 ロータリーの友 写真編集主任 

２００２（平成１４）年 ７月 ロータリーの友 編集長（現職） 

２０１０（平成２２）年 ６月 一般社団法人ロータリーの友事務所理事（現職） 

ロータリー歴 

２００９（平成２１）年 １１月 東京築地ロータリークラブ入会（第２７５０地区） 

２０１０－１１年   ＲＩ公共イメージ支援グループ・第２ゾーン・コーディネーター 

２０１１－１４年   ロータリー公共イメージ・コーディネーター（第２ゾーン） 

その他 

日本広報学会会員 

≪懇親会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

小宮山 四郎、長原 正夫、石橋 菊太郎、佐藤 英雄、深堀 伸之 

各会員 
2月 12日 ホームページ委員会 

渡辺 孝 会員 2月 13日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


