
 

        2012.10.20～21 

2012－13年度地区大会 

 

 

 

地区大会プログラム1日目   2012年10月20日（土） 
◇◇◇◇◇◇◇◇各種委員会◇◇◇◇◇◇◇◇ 

     会場 ホテルザ・マンハッタン 各会議室 
11：00 資格審査委員会   委員長 山田 修平 
    遥挙管理委員会   委員長 織田 吉郎 
    決議委員会     委員長 中村 博亘 

◇◇◇◇◇◇◇本会議第 1日目◇◇◇◇◇◇◇ 
会場 ホテルザ・マンハッタン 司会 高橋 竜一 
12：40 登録開始 
13：20 Rl会長代理ご入場  Rl会長代理 朴 柱寅 
13：22 点 鐘       ガバナー  得居 仁 
    国歌斉唱（大韓民国国歌、君が代） 
    ロータリーソング「我等の生業」 
    開会の言葉  ホストクラブ会長 岡本克己 
    Rl会長代理紹介    ガバナー 得居 仁 
    来賓紹介       ガバナー 得居 仁 
13：40 ガバナー挨拶     ガバナー 得居 仁 
13：55 Rl会長代理挨拶   Rl会長代理 朴 柱寅 
14：05   地区収支報告 直前会計幹事 高橋 光男 

11－12会計監査報告 直前監査委員長 五十嵐玲彦 
14：20 各種委員会報告 

資格審査委昌会 資格審査委員長 山田 修平 
選挙管理委員会 選挙管理委員長 織田 吉郎 
決議委員会   決議委員長   中村 博亘 

14：40 地区委員会報告        地区委員長 
15：35 休憩 
15：50 表彰並びに感謝状贈呈（クラブ） 

ガバナー 得居  仁 
16：20 地区指導者育成セミナー 

講師紹介 ガバナー  得居  仁 
演題「ロータリーの奉仕と平和」 

Rl 会長代理 朴 柱寅 
17：00 お礼の言葉     ガバナー 得居  仁 
17：05 諸事お知らせ・閉会    司会 
17：10 点 鐘     ガバナー    得居 仁 

◇◇◇◇Rl会長代理ご夫妻歓迎晩餐会◇◇◇◇ 
会場 プリマベーラ  司会 谷口 雅樹 

17：53 開会の言葉    地区幹事長 高橋 孝夫 
ガバナー挨拶   ガバナー  得居 仁 

Rl 会長代理挨拶 Rl会長代理  朴 柱寅 
18：05 乾 杯    地区大会委員長 萩元 住明 

懇親の宴 
19：00  リマト室内合奏団弦楽四重奏 本庄篤子主宰 
19：25 閉会の言葉   地区副幹事長 高橋 直人 
地区大会プログラムー2日目 2012年 10月 21日（日） 

◇◇◇◇◇◇本会議第 2日目◇◇◇◇◇◇ 
会場 森のホール 21大ホール 司会 高橋 竜一 
 9：00 登録開始 

第３分区Ａガバナー補佐  平山 勝己 

国際ロータリー会長    田中 作次 

第２７９０地区ガバナー  得居  仁 

 

幹事 吉田 朋令 

会長 山本 成人 

 

 



 

 
 9：45 Rl会長代理ご入場  Rl会長代理 朴 柱寅 
 9：47 点 鐘       ガバナー   得居 仁 
 9：48 国歌斉唱（大韓民国国歌、君が代） 

 

 9：50 ロータリーソング「我等の生業」 
 9：52 開会並びに歓迎の言葉 

地区大会委員長 萩元 住明 
ホストクラブ会長 岡本 克己 

 

9：57  物故会員追悼           ガバナー 得居 仁 
10：00 Rl会長代理紹介     ガバナー 得居  仁 
10：05 来賓紹介              ガバナー 得居  仁 
参加クラブ紹介      司 会 
地区外クラブ  地区内クラブ（分区毎） 

 
10：25 ガバナー挨拶・地区の現況報告 

ガバナー 得居 仁 

 

10：40 Rl現況報告        Rl 会長代理 朴 柱寅 

 

11：05 大会決議採択      決議委員長 中村 博亘 
ガバナー 得居  仁 

 

11：15 来賓祝辞            松戸市長 本郷谷健次 

 

11：20 表彰（個人） 
11：35 記念品贈呈      Rl会長代理、直前ガバナー 

 

11：40 諸事お知らせ 
移動・食事 

 

 

 

12：15 コンサート 松戸市立第四中学校吹奏楽部 
12：55 ロータリー・ファミリーの紹介 

新世代奉仕委員長 津留 起夫 
13：10 ホームカミング 元米山奨学生 賴  明珠 
13：35ガバナー・エレクト、ガバナー・ノミニー紹介 

ガバナー 得居  仁 
13：40 ガバナー・エレクト挨拶  

 ガバナー・エレクト 関口 徳雄 



 

13：45 ガバナー・ノミニー挨拶 
ガバナー・ノミニー 宇佐見 透 

13：50 次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶 
浦安 RC会長 大八木 諭 

13：55 記念講演「日本の進路と誇りある国づくり」 
ジャーナリスト（財）国家基本問題研究所理事長 

櫻井よしこ 
講師紹介           司 会 

15：25 お礼の言葉            ガバナー 得居 仁 
15：30 大会を顧みて Rl会長代理所感  

RI 会長代理 朴 柱寅 
15：50 ガバナー謝辞          ガバナー 得居 仁 
15：55 閉会の言葉 

地区大会実行委員長 安蒜俊雄 
16：00 点 鐘               ガバナー 得居 仁 

◇◇◇Rl 会長代理に感謝する懇親会◇◇◇ 
会場 レセプションホール  司会 谷口 雅樹 

16：15 開会の言葉 区大会副実行委員長 山岡 仁身 
オープニングピアノ演奏 徳川 眞弓 

16：18 ガバナー挨拶         ガバナー 得居  仁 
Rl 会長代理挨拶   RI 会長代理    朴 柱寅 

16：25 乾杯     研修リーダー  鈴木 雅博 
17：15 閉会の言菓  

地区大会副実行委員長 上路三喜男 

 

            2012.10.29 

2012－13年度第１回炉辺会議 

場所：『かんたろう』 

 

山本 成人 会長 

 

炉辺会議の前に PP 会を召集しました。内容は次々

年度の会長候補の選出です。 

次々年度は２７９０地区第３分区Ａの千葉幕張Ｒ

Ｃからガバナーを送り出します。 

当クラブもそれに対応できる体制づくりをしない

といけないということで、今回ＰＰを入れて次々年

度会長候補を検討しました。 

本日は今年度、最初の炉辺会議です。今年は、クラ

ブ研修委員会の加藤委員長の発案により、強制的に

読ませないと一生見ないところを、炉辺会議で強制

的に勉強させてしまうということにしました。 

よって、今年度は、定款と細則に絞って行いたいと

思います。 

あと、１２月の第一例会に総会があります。 

次々年度の会長を選出するにあたって例年通り選

挙方式とさせて頂きますことをご了承願います。 

千葉東ロータリークラブの催促について最近変

わった部分について勉強いたしました 

 

会 長 挨 拶 



 

 

名誉会員の熊谷千葉市長も参加 

 

でも飲むべし 

 

熱く語る 

 

あまり難しい顔をしないで 

 

 

 

記念写真？ 

 

吉田宏一エレクト 

 

万歳三唱の閉め 
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