
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 浅野文夫 SAA 
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2018年 12月 12日(水) 

  小笠原諸島 東京都 2011年 6月 

ホームページ http://ki-east-rotary.ala9.jp 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   渡 邉 元 貴 
幹  事   大 里 光 夫 
編  集   勝 呂 泰 樹 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  バ リ－・ラ シ ン 
地区ガバナ－ 橋 岡 久 太 郎 
ガバナ－補佐 吉 野 和 弘 
 

◆点鐘   渡邉元貴会長  
       １２時３０分 
◆Ｒソング「我等の生業」 

  
◆出席     会員 50名 
  出席 36名・欠席 10名 
◆出席率    78.26 % 
 

◆前々回出席率 73.91 %  修正後出席率 84.78% 
◆欠席者【敬称略】     
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・鈴木秀幸 
三沢 猛・内田 重・山中 恵・林田謙志 
濵田昌己・藤野宏冶 

◆メ－クアップ【敬称略】  
 
・12/1 地区委員会        山田修平 
・12/6 会長・幹事会      渡邊元貴 大里光夫  
・12/9 地区諮問委員会他  山田修平 

 ・12/11 国際大会推進委員会 山田修平 
・12/12 第 1回被選理事会 
    加藤智生 藤永範行 渡邉元貴 松岡邦佳 

     林孝二郎 近藤直弘 渡邉愼司 塚本秀夫  
     鶴岡大治 
 
◆結婚祝【敬称略】 
  
なし 

 

 



◆誕生祝【敬称略】12/9 小林千晃 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■会長挨拶・報告           渡邉元貴会長 
去る 12/6(木)君津のホテル千成

にて第５グループの会長・幹事

会議がございました。会議の概

略をご報告いたします。始めに

報告事項です。 
・RYLA開催について 
まだまだ定員に空席があるよう
です。来年 2/2(土)～3(日)岩井
の民宿での開催となっています。

黒岩委員長が一生懸命準備されていますので、きっと
素晴らしい研修になると思います。 
・インターシティミーティング（IM）について 
日時 平成 31年 1/26（土）受付 13：30点鐘 14：15 
場所 かずさアカデミアホール 
特別講演 中村靖治パストガバナー    
テーマ 「これからのロータリーの生き方」 
各クラブ活動報告  富津中央、木更津東、君津 
※木更津東からは、登録目標３０名をお願いします。 

 
今年度、橋岡ガバナーは 3,000 名の会員組織を目指さ
れています。新規入会会員の数は増えていますが、退
会者もあることから、なかなか会員数が純増しないと
いう現状について吉野ガバナー補佐から説明がありま
した。懇親会の席においても、会員増強についても話
題がおよびました。どちらのクラブでも苦戦している
ようです。幸いにも、当クラブにおいては、新入会員
もおりましてありがたいことです。これも、皆さまが
明るい例会運営に主体性を以てご参加いただいている
おかげです。感謝申し上げます。 
 
■幹事報告     大里光夫幹事 

 
1. 第 6 回理事会報告 
   出席者 10名＋事務局 
1．審議事項 
①2018 年 11 月分収支報告の件→承認
されました。 
②新会員入会の件予定者宮寺順子様

→承認されました。 
③12月 19日 クリスマス家族夜間例会会費の件→承認

されました。 
④次期地区委員推薦のお願いの件→堀内正人会員を推
薦いたしました。 

2.幹事報告 
1) 本日例会終了後、第 1回被選理事会を開催いたしま
す。 

2) 次週 12月 19日(水)は、ホテルオ－クラにてクリ
スマス家族親睦夜間例会で、今年最後の例会となっ
ておりますので宜しくお願いいたします。 

 新年初例会は、1 月 9日(水)通常時間の例会となって
おります。 

3)ガバナ－事務所およびガバナ－エレクト事務所より
「年末年始休業のお知らせ」が届いておりますので
回覧いたします。 

4)ガバナ－事務所より「西日本豪雨災害に対する義捐
金の御礼とご報告」が届いておりますので回覧いた
します。 

5)ガバナ－事務所より「ハンブルグ国際大会の早期登
録料金の適用期間について」が届いておりますので
回覧いたします。 

3.他クラブからのお知らせ 
1)君津 RCより「訃報」が届いておりますので回覧いた
します。 

2)君津 RC・木更津 RCより「例会変更のお知らせ」が届
いておりますので回覧いたします。 

3)木更津 RC・君津 RC・富津中央 RCより「週報」が届
いておりますので回覧いたします。 

4.その他のお知らせ 
1)「KIFAはがきつうしん第 208号」が届いております
ので回覧いたします。 

5.回覧 
・ガバナ－事務所およびガバナ－エレクト事務所より
「年末年始休業のお知らせ」 

・ガバナ－事務所より「西日本豪雨災害に対する義捐
金の御礼とご報告」 

・ガバナ－事務所より「ハンブルグ国際大会の早期登
録料金の適用期間について」 

・君津 RCより「訃報」 
・君津 RC・木更津 RCより「例会変更のお知らせ」 
・木更津 RC・君津 RC・富津中央 RCより「週報」 
・「KIFAはがきつうしん第 208号」 

 
■委員会報告 

◇ゴルフ愛好会            
坂井健治会員 
第 2回渡邉会長杯のお知らせ 
12 月 19日木更津ゴルフクラブ 
8:40 集合 時間厳守にてお願いし
ます。 

 
◇「木更津釜」餅つき大会        

大澤藤満会員 
12 月 16日㈱さわや駐車場 

「木更津釜」に点火し、焚火をし
ながらつきたてのお餅を頂く会で
す。 

◇ニコニコボックス 
クラブ管理運営委員会 
田口理紗会員 

・足立宗禅会員 
上半期で副会長を辞任させて頂く
ことになりました。お役半ばでお
許しを乞う。以上です! 
 
・小林千晃会員 
今年も元気にお誕生日を迎えるこ
とが出来ました。健康第一で一生
懸命飲み続けられるように頑張り
ます！ 

 
■例会アワ－              

テ－マ 「上半期を振り返って」 クラブ協議会 

≪司会≫ 大里光夫幹事 

≪会長及び各委員長の発表≫ 

 

 
 
 
 
 
 

お誕生日 
おめでとう！ 



◇2018-19 年度 会長         渡邉元貴会長 
 
11月 28日に行われたオープン

例会では、小林千晃会員からかず
さ FM の生放送中継をご提案いた
だきました。好機と思い、ロータ
リークラブが何をしているのか
説明させていただくこととしま
したが、１０分間でロータリーク
ラブのことを説明するのはとて
もできませんでした。ロータリー
精神とかバリーラシン会長のテ
ーマなどについて問われます。

「インスピレーションになろう」とか「超我の奉仕」
とは何ですか？と聞かれて、皆さんだったらどのよう
にお応えするでしょうか。私は、重城先生の言葉を借
りてロータリーとは「利他」です。とお応えしたので
すが、今度は「利他」とは何ですか？・・・・ 
 本日はこの半年を振り返って所感述べさせていただ
きます。私は、ロータリークラブのことをもっと正し
く知っていただくことが必要なのだと思いました。ロ
ータリーのことを伝えるのは、会員である私たちです
から、さらに会員さんが楽しく活動に参加できる動機
づけをする必要があると思ったのです。その要となる
のが例会です。新しい会員さんたちがまた来たくなる
ような例会がいわゆる活性化してる例会です。では、
例会を活性化するにはどんな方針を立てたらよいか考
えていきました。 
そして、当クラブが持つ現状の課題は何か。創立５

０周年を大澤年度に迎え、会員数は５０名を超えまし
た。その中で、当クラブ創設以来初となる女性会員が
入会されたのです。世界のロータリークラブにおいて、
女性会員が活躍しているクラブは数多あります。私は、
せっかくご縁をいただいたこの女性会員さんたちにも、
ぜひとも男性陣に混じってもっと活躍の場をもっても
らいたいと思いました。とかく、男性だけでは堅苦し
い雰囲気になりがちなクラブの雰囲気を更に一皮むけ
た明るいものにしたいと感じておりました。 
 今年度は、こうしたことから「全員主役」をスロー
ガンにしました。会場も前年度よりこちらのアカデミ
アホテルの素晴らしい環境に変わり、料理も自慢でき
る内容ではないでしょうか。そして、何よりも明るい
挨拶と笑顔のこぼれる例会運営にしたいと願っており
ました。 
 年度当初より、大きな行事がたてつづけにございま
した。橋岡ガバナーの公式訪問例会では、君津、富津
シティクラブとの３クラブ合同例会となりまして、大
里幹事の采配のもと、皆さまのご協力のお蔭で盛大に
お迎えすることができました。また、合同クラブ協議
会では、鶴岡社会奉仕委員長、堀内国際奉仕委員長、
渡邉慎司職業奉仕委員長、吉田青少年奉仕委員長のご
発表をいただきまして、大変お疲れ様でした。 
 また、オープン例会と称して、他クラブの方、そし
て、未入会者へロータリーの例会を体感していただく
企画をしていただきました。先日の会長・幹事会では
大変お喜びいただいたとのお礼のお言葉を頂戴しまし
た。特に栗坂会員、近藤会員、進行していただいた加
藤エレクトには感謝を申し上げたいと思います。 
 この半年間の軌跡をたどりますと、嵐による夜間例
会の延期など予期せぬこともおきましたが、皆さんが
それぞれに例会を明るい雰囲気で盛り上げようと言葉
を添え、笑顔を添えて主体となってご参加いただけた
ことで私としては、望外の喜びを満喫しております。 
 残る下半期においては、姉妹クラブである坂出東ク
ラブの創立５０周年事業への参加です。こちらも、坂
出東からは５０周年の際に多くの方々においでいただ
きましたので、私どもも喜んでお祝いに駆け付けたい
と思います。また、クラブ運営上の課題も残されてお
りますが、諸先輩のご意見を参考にし理事会を運営し
て参りたいと思います。まずは、半年間ありがとうご
ざいました。 
 
 

◇Ｓ.Ａ.Ａ              浅野文夫会員  
今年度は渡邊会長の「明るく楽しい
例会を」という方針に基づき、例会
参加を通じて会員相互の親睦・交流
がはかれることを意識して、着席テ
ーブルが固定化しないように心が
けてきました。会員の皆さんも意識
してくれたのか、多少流動的になっ
てきているようです。またクラブ管
理運営委員会の配慮で新会員が馴

染みやすいようにしてくれていることに感謝していま
す。 
 また規律ある例会運営に努めてきましたが、会長挨
拶や卓話者にもサイン等を送って協力をしてもらい、
時間内での適切な運営ができたのではないかと思いま
す。前田三郎会員が健康上の理由で退会されましたが、
例会参加を通じて会員相互の健康を気遣い、下半期も
全員が元気に活動できるようにお願いします。 

   
◇クラブ管理運営委員会     足立宗禅会員  

先ず冒頭に此のたび上半期を以て副会長の職を辞任さ
せて頂く事と成り、皆様に何のお役に立てず心からお
許しを乞う次第であります。本年のクラブ活動を振り

返り、親睦、雑誌、プログラム、
姉妹クラブそれぞれ活動方針に沿
って極めて充実した内容の濃い活
動が出来たと思っております。 
 
１、親睦担当  小林千晃 
 例会の雰囲気作り、来訪ロータ
リアンへのおもてなし、会員家族
との交流、ミニコメントとしての

ニコニコボックスの活用等、きめ細かく進めてまいり
ました。 
あと残すところは、クリスマス家族例会です。 
日頃の会員のご家族に尚ご協力とご理解が得られます
よう頑張ります。 
 
２、雑誌担当 山中 恵 
7 月の第一例会には「ロータリーの友」の送付遅れの

為、発表できませんでしたが、8 月から 12 月は毎月第
一例会で週報での発表を含め、「ロータリーの友」のポ
イントを予定通り発表致しました。下期も同様に取り
組んで参ります。 
 
３、プログラム担当 近藤直弘 
 本年度は、当クラブの人脈だからこそ出来る魅力的
例会プログラムの企画に努めてまいりました。 
 
【実施内容】  
7月 18日叶川博章会員の新入会員卓話。 10月 3日 木
更津市長 渡辺芳邦様「アクアコインで地域経済とコ
ミュニティを活性化」でご講演を頂きました。11月 28
日（オープン例会）かずさマジックコーチ兼選手渡辺
俊介様より「ミスターサブマリンが世界に羽ばたくま
で」で加藤会員とフリートークでご講演。12 月 5日 ジ
ェフ市原千葉鳥海晃司選手より「わが町出身の若きヒ
ーローJ リーガー鳥海晃司氏のいままでそしてこれか
ら」をお話し頂きました。下期も魅力的な例会つくり
に努めてまいります。 
 
４、姉妹クラブ担当 椙山克己 
本年度は、当クラブ 50周年行事と坂出東クラブとの姉
妹クラブ締結 30周年記念式典が挙行されましたが、来
年度は坂出東クラブで姉妹クラブ締結 30周年記念行事
が予定されており、多数の会員の参加を願っていると
ころです。 

   
 
 
 
 



◇会報 IT活用委員会       勝呂泰樹会員  
上半期の週報のトップページ
の写真は日本の世界遺産を掲
載させていただきました。委員
会メンバー全員と例会アワー
の担当者のご協力により、毎週
スムースに週報を発行できた
ことを感謝いたします。11月に
なり、今まで週報の発行を依頼
していた前田会員の退会とと

もに、今後どうしていくかという問題が生じました。
しかし、事務局の荒井さんのおかげで無事、新しい週
報を皆様にお届けすることができるようになり、ホッ
としました。下半期も同様に、皆様により良い週報を
お届けするために、ご協力をお願いすることが、多々
あると思います。その時はどうぞ宜しくお願い致しま
す。 

  
◇会員増強研修委員会      林孝二郎会員  

委員会は、松岡会員増強担当副委員
長、栗坂研修担当副委員長のご尽力
で、上半期に計画通りの成果を上げ
ることができました。まず、会員増
強について申し上げます。渡邉会長
は今年度純増 2 名の目標を掲げて
おります。 
今年 5 月のクラブ創立 50 周年には
目標の50名を達成し51名の会員を
数えたのですが、高齢のための退会
等で、今年度当初には会員 47 名で

スタートいたしました。今年度に入ってから、前田会
員の退会はあったものの、4名の新規会員の加入をいた
だきまして、今日現在，50 名の会員数となっておりま
す。特に 4 名となった女性会員のおかげでクラブの雰
囲気はさらに明るくなっておりますが、1月に向けてお
ひとりの女性会員加入の手続きを進めておりますので
皆様ご期待ください。この間の会員の皆様のご協力に
心から御礼を申し上げますとともに、下半期に向けて
引き続きのご協力よろしくお願いします。 
次に、研修について申し上げます。ロータリーへの

理解を深めるため、例年同様、夜間親睦会の活用、ロ
ータリー情報研究会への参加を進めてまいりました。
また新しい試みとして、「ロータリーの疑問になんでも
答えます」というパネル形式の研修を行いました。時
間が足りなかった点はありましたが、参加型の研修と
して一定の効果が得られたと思います。 
下半期に向けては、インターシティミーティングが 1
月に予定されており、研修の意味も大きいので皆様の
積極的な参加をお願いします。また例会の余り時間を
活用した「ロータリー豆知識」研修などにご協力をお
願いいたします。 

  
◇職業奉仕公共ｲﾒ-ｼﾞ委員会  渡邉愼司会員  

職業奉仕・公共イメージ委員会とし
て、職業奉仕についての理解や、各
メンバーが普段どの様な仕事をし
ているのかを皆さんに知って頂き
たいと考えて卓話を中心に活動し
て参りました。 
まず、今年度ガバナーが推進してい
ます、MY ROTARY への登録を促すた
めに、MY ROTARY について卓話で説
明致しました。ホームページやスマ

ホを使ってロータリーについて調べることが出来ます。
また、その他のクラブや外国のクラブがどの様な活動
をしているかなど、為になるであろう内容について説
明致しました。続いて、2790地区 広報・公共イメージ
向上委員長に、委員会の進め方や考え方について卓話
をして頂きました。MY ROTARYの当クラブの登録者数に
ついてや、今後はロータリー活動をどの様にして広報
するのかなどを教わることが出来ました。 
会員卓話は、渡部さん、豊田さん、浅野さんの 3 名に
自分の職業や職業奉仕についてお話をして頂きました。 

新しいメンバーは先輩ロータリアンについて、知るこ
とが出来て良かったと思います。 

  
◇社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会   鶴岡大治会員  

社会奉仕プロジェクト委員会委員
長の鶴岡大治です。委員会の活動
報告をいたします。 
項目 1 太田山清掃活動につきま
しては予定通り 4月 25日に早朝の
移動例会として、BIG&Rの会の方々
並びに会員多数の参加をいただき
実施いたしました。 
項目 2 プレジョブ活動に関しま
しては山中会員のご尽力によりす

でに実施済みとの報告をいただいております。ただい
ま詳細をまとめているところであります。項目 3 教育
講演会並びに項目 4の図書の贈呈につきましては現在
準備中であります。 

 

◇青少年奉仕委員会       吉田和義会員  
７月の第１回及び９月第２回イン
ターアクト合同会議に出席し、８
月には千葉県南総文化ホールでの
インターアクト年次大会に出席い
たしました。１０月には木更津総
合高校インターアクトクラブより
国外研修に参加するメンバー４名
が顧問の先生と例会に参加し、国
外研修への抱負を述べていただき
ました。１２月には国外研修を修

了したインターアクターに例会に参加いただき、研修
の成果を報告していただきました。上記のように活動
計画に掲げた木更津総合高校インターアクトクラブと
の交流と活動の支援と言う当初の目標をおおむね達成
出来ていると思います。今年度は副委員長の石田さん
の協力により例会参加のインターアクター送迎に頭を
悩ませることがなく、スムーズな委員会運営が出来て
いると思います。また、総合高校インターアクターの
RYLA 参加が恒例となりつつあるなど彼らとロータリー
のつながりが強化されてきているように感じます。 

  
◇国際奉仕 R財団委員会    堀内正人会員  

まずは、11月のロータリー財団月間
においては、会員の皆様から多くの
財団への寄付を頂きましたことを
感謝申し上げます。 
活動としましては、11月例会におい
てロータリー財団の基本的な諸々
についての卓話を担当させていた
だきました。赤十字と財団は特に関
係はない、ということをこの場で回

答させていただきます。2月と 3月にも担当の例会がご
ざいますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

  
◇米山奨学会委員会        塚本秀夫会員  

本年度は，１０月１０日に，スリラ
ンカからの米山奨学生フェルナン
ド  ワンタクワッタ ワドゥグ 
チャリット チャーマラ君を招い
て卓話をしました。また，地区の米
山委員で君津ロータリークラブ所
属の鈴木壮一様にも来ていただき
ました。１０月は米山月間というこ
とで，寄付をお願いした結果，合計

６０万円が集まりました。皆様の本事業に対するご理
解のおかげと感謝しております。どうもありがとうご
ざいました。 

   
 
 
 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

点鐘 渡邉元貴会長 13:30 


