
大会プログラム 
大会第１日目 2018年 10月 27日(土) 会場 ホテル ザ・マンハッタン 
 

各種委員会 
11：00 資格審査委員会                 委員長 寺嶋 哲生 
    選挙管理委員会                 委員長 青木 貞雄 
    決議委員会                   委員長 櫻木英一郎 
 
本会議                     司会：地区幹事長 野池尚美 
12：30 登録開始 

 ＲＩ会長代理ご入場             ＲＩ會長代理 櫻井 権司 
13：00 点鐘                    ガバナー 橋岡 久太郎 

 国歌斉唱（君が代） 
 ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
 開会のことば       ホストクラブ佐倉中央 RC会長 飯田 久美子 
ＲＩ会長代理紹介               ガバナー 橋岡 久太郎 

 ガバナー挨拶                  ガバナー 橋岡 久太郎 
 ＲＩ会長代理挨拶                      ＲＩ會長代理 櫻井 権司 
 来賓紹介                    ガバナー  橋岡 久太郎 
 祝電披露 

13：30 2017-18年度地区収支報告        直前地区会計幹事 勝田 秀一 
 2017-18年度地区監査報告       直前地区監査委員長 花嶋  実 
 2017-18年度地区会計報告承認・採択 ガバナー       橋岡 久太郎 

13：45 地区大会各種委員会報告 
資格審査委員会報告                委員長 寺嶋 哲生 
大会決議（案）報告                委員長 櫻木 英一郎 

 大会決議（案）採決              ガバナー  橋岡 久太郎 
選挙管理委員会報告                委員長 青木 貞雄 

14：00 地区委員会報告            管理運営統括委員長 増谷 信一 
               奉仕プロジェクト統括委員長 平野 弘和 

                   青少年育成統括委員長 中澤 良夫 
                 ロータリー財団統括委員長 櫻木英一郎 
                    米山記念奨学委員長 冨  一美 

14：50 表彰並びに感謝状贈呈（クラブ）        ガバナー  橋岡 久太郎 
15：10 休憩 
15：25 地区指導者育成セミナー 

講師紹介                   ガバナー 橋岡 久太郎 
    演題「クラブの変革と戦略計画」       ＲＩ會長代理 櫻井 権司 

 お礼のことば                  ガバナー橋岡 久太郎 
 閉会のことば             地区大会実行委員長 櫛引 則彦 

16：30 点鐘                      ガバナー橋岡 久太郎 
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会               司会：木川雅博・磯貝美乃 
16：30 受付 
16：45 開会のことば                地区大会会長 山川 成美 

ＲＩ会長代理・来賓紹介            ガバナー 橋岡 久太郎 
 ガバナー挨拶                   ガバナー 橋岡 久太郎 
ＲＩ會長代理・来賓紹介             ガバナー 橋岡 久太郎 

 ＲＩ會長代理挨拶                            ＲＩ會長代理 櫻井 権司 
乾杯                   パストガバナー 圡屋 亮平 

              アトラクション   リマト室内合奏団「弦楽四重奏」 
18：45 中締めの挨拶              パストガバナー 石井 亮太郎 

                           （敬称略） 
 
 
 
 
 
 
 



大会プログラム 
大会第２日目 2018年 10月 28日(日) 会場 ホテルニューオータニ幕張 
 

本会議                      司会：萩原勇作・服部恵美（CATV296） 
8：30  登録開始 

  ＲＩ会長代理ご入場                ＲＩ會長代理 櫻井 権司 
     エイド                     パストガバナー 﨑山 征雄 
9：30 点鐘                       ガバナー 橋岡 久太郎 

 国歌独唱（君が代）                      熊谷 彩春 
 ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」 
開会のことば            地区大会会長 佐倉中央 RC山川 成美 
ＲＩ会長代理・来賓紹介他地区ＧＶ等・ＰＤＧ紹介  ガバナー 橋岡 久太郎 

   物故会員追悼 
9：50  来賓祝辞                      千葉県知事 森田 健作 

                            佐倉市長  蕨  和雄 
祝電披露 
ガバナー挨拶                   ガバナー 橋岡 久太郎 

10：30 ＲＩ会長代理挨拶・現状報告                   櫻井 権司 
10：50 特別講演 
     「半分っこの人生」                      阿部 志郎 
    紹介 米山記念奨学生              
11：15 日本の誇り 
     祝言「高砂」                         堀田 正典 
11：20 記念講演 
     「世界遺産 和食の美学」                    村田 吉弘 
12：20 諸事お知らせ 
                     昼食会・エクスカーション 
12：35 記念演奏会                千葉女子高等学校オーケストラ部 
13：15 国際大会参加推進委員会                 委員長 萩原勇作 
13：30 紹介 ロータリー財団学友部門       奨学生・学友委員長 佐藤 孝彦 

  紹介 Ｒ平和フェロー部門  ロータリー平和フェローシップ委員長 織田信幸 
紹介 新ローターアクトクラブ（佐倉中央ローターアクトクラブ）ガバナー橋岡久太郎 

  紹介 青少年部門            青少年育成統括委員長 中澤 良夫 
13：50 地区大会決議の発表               決議委員長 櫻木 英一郎 

 選挙管理委員会報告              選挙管理委員長 青木 貞雄 
14：00 表彰（個人）                                    ガバナー 橋岡 久太郎 

寄付贈呈 R財団委員会 櫻木英一郎          地区大会会長 山川 成美 
 寄付贈呈 米山記念奨学委員会 冨一美委員長      地区大会会長 山川 成美 
直前ガバナーに記念品贈呈                          ガバナー橋岡 久太郎 

14：20  地区役員・委員・ガバナー補佐・クラブ紹介     ガバナー 橋岡 久太郎 
ガバナーエレクト挨拶                      ガバナーエレクト 諸岡 靖彦 

  ガバナーノミニー挨拶                      ガバナーノミニー 漆原 摂子 
  ガバナーノミニーデジグネート挨拶   ガバナーノミニーデジグネート梶原 等 

15：05  ＲＩ会長代理講評                               ＲＩ会長代理 櫻井 権司 
  ＲＩ会長代理への謝辞・記念品贈呈              ガバナー 橋岡 久太郎 
 次期地区大会ホストクラブ会長挨拶   成田ロータリークラブ会長 神﨑 誠 
 閉会のことば           地区大会記念ゴルフ大会会長 長岡 貞雄 

15：45 点鐘                        ガバナー 橋岡 久太郎 
 
スーパー懇親会                    司会：服部恵美（CATV296） 
16：15 開会のことば                  地区幹事長 野池 尚美 

ガバナー挨拶                  ガバナー 橋岡 久太郎 
乾杯                   地区研修リーダー 﨑山 征雄 

ミニコンサート          飯田久美子(Vo)with ピアノトリオ 

17：15 中締めの挨拶               地区副幹事長 櫛引 則彦 
（敬称略） 


