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アルベロベッロのトゥルッリ

1996 年登録

世界遺産

●メ－クアップ【敬称略】
■司会進行

浅野文夫 SAA
・5/17
●点鐘

渡邉元貴会長
・5/22
１２時３０分
●Ｒソング「それでこそロータリ－」
●出席
会員 49 名
出席 37 名・欠席 12 名
●出席率
82.22%
●前々回出席率 73.33 % 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・三沢 猛
叶川博章・鈴木秀幸・塚本秀夫・林田謙志
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堀内正人

第４回親睦会
山田修平・渡邉元貴・勝呂泰樹
叶川博章・小林千晃・小林裕治
田口理紗・宮寺順子

おめでとうございます！
●結婚祝【敬称略】
・5/25 渡部和夫

http://ki-east-rotary.ala9.jp

国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
地区ガバナ－
ガバナ－補佐

バ リ－・ラ シ ン
橋 岡 久 太 郎
吉 野 和 弘

●誕生祝【敬称略】
・5/16 足立宗禅・5/18 金見和子
・5/28 藤野宏冶
お誕生日

おめでとう！

■会長挨拶・報告

渡邉元貴 会長

坂出東ロータリー
クラブの創立５０周
年記念事業では、植條
会長、綾幹事、吉原実
行委員長さんを中心
に心温まるおもてな
しをいただきました。
当クラブからは２０
名の会員が参加し、和
気あいあい、まさに令
和の幕開けに相応し
くロータリーらしい
催しとなりました。３０年前の姉妹クラブ締結当
時に坂出東の会長をお勤めになられた山田茂博
PP が体調すぐれない中、満面の笑みで行事に駆
け付けていただきました。また、大里幹事、松岡
副会長、椙山姉妹クラブ副委員長さんには、お膳
立てをすべてしていただきまして、改めて感謝申
し上げます。
昭和６３年（１９８８年）４月１３日に坂出東
クラブとの姉妹締結に至り爾来３０年間、多くの
先輩ロータリアンの皆さまのご尽力により、両ク
ラブは互いに切磋琢磨しあいながら信頼しあう
ことのできる友好関係を築き上げてきたという
ことを、この度の訪問をとおして改めて実感を強
めています。
信頼と友情の素晴らしさを物語る当クラブに
関係するエピソードをもう一つご紹介します。ロ
ータリークラブのプログラムに青少年交換があ
ります。高校生が対象の交換留学プログラムで、
それぞれの国のロータリアンがホストファミリ
ーとなって、ホームスティさせて学生の世話をし
ます。
ニュージーランドで２０年以上前に２７９０
地区の交換留学生のホストファミリーになった
アランさんというロータリアンがいます。受け入
れた学生が日本に帰国してからしばらくは手紙
のやり取りもありましたが、いつの間にか連絡が
途絶えて、長らく音信不通となっていたのだそう
です。

アランさんはそのあと、ロータリアンとして地
区ガバナーを経験されたそうです。そのアランさ
んが規定審議会において、同じく２７９０地区の
代表議員として出席していた我が木更津東クラ
ブの山田修平 PG と出会うことになったのです。
もう２０年以上前のあの高校生はどうしてい
るか？アランさんが気になっていたことろに、山
田修平 PG が規定審議会で活発に議案を提案され
ている姿が目に入ったのです。アランさんとして
は、「チャンスは前頭にあり」ということで、山
田 PG に早速当時の交換留学生の消息調査をお願
いしました。そして山田 PG としても、アランさ
んのお気持ちにお応えいたしましょうというこ
とになったのです。
今、佐倉ロータリークラブに岡村美智子さんと
いう地区の青少年交換プログラムの責任者をさ
れている方がいらっしゃいます。山田 PG は帰国
後、岡村さんを通して当時のことを調べてほしい
ということをお願いしました。岡村さんも２０年
以上も前のことはさすがに御存じなかったそう
ですが、先輩ロータリアンを通じて手を尽くした
ところ、当時の日本人交換留学生と連絡がれたの
です。これをアランさんに連絡したところ、山田
PG 返信がありました。そこには、２０年以上の
時を経てアランさんご夫妻が当時の留学生と日
本での再会を約したと書かれていたそうです。素
晴らしいお話だと思いませんか。
ロータリーのプログラムはどれも素晴らしいと
思います。坂出東ロータリークラブとの姉妹関係
にも共通しますが、何よりもこのような信頼のも
とに築かれているロータリーの結びつきにいつ
も驚かされます。

■幹事報告

大里光夫幹事

1.第 4 回被選理事会報告
出席者 9 名＋オブザ－バ－4 名＋事務局
1) 審議事項
① 2019‐20 年度年間予定表の件→承認されま
した
② クラブ運営方針の件① 2018‐19 年度予算
案の件→承認されました
次週、次年度アワ－において発表されます。
2) 協議事項
①次年度予算案について協議いたしました。
2.幹事報告
1) 日韓親善会議委員
長より「第 51 回日韓親
善会議参加登録のお願
い」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) 袖ヶ浦 RC・上総 RC
より「週報」が届いてお
りますので回覧いたし
ます。
2) 君津 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。
4.その他のお知らせ
1) 木更津国際交流協会より「令和元年度理事会
及び総会資料」及び「はがきつうしん 211 号」
が届いておりますので回覧いたします。

5.回覧
・日韓親善会議委員長より「第 51 回日韓親善会
議参加登録のお願い」
・袖ヶ浦 RC・上総 RC より「週報」
・君津 RC より「例会変更のお知らせ」
・木更津国際交流協会より「令和元年度理事会及
び総会資料」及び「はがきつうしん 211 号」

■委員会報告
◇定款の改訂について

加藤会長エレクト
規定審 議会 にお いて
承認された「ロータリ
－クラ ブ定 款改 正に
ついて」に伴い、クラ
ブ細則改訂に関して、
持ち回 り理 事会 で審
議する 報告 があ りま
した。

◇ニコニコボックス

■例会アワ－
「会員増強・研修委員会テ－ブルディスカッション」
◇会員増強・研修委員会
<司会> 松岡邦佳副委員長
【質問１】
ロータリにはいろい
ろな職業の方がいら
っしゃいます。木更津
東ロータリークラブ
の会員にしたい職業
を挙げてください（例
えば旅行会社、医者な
ど）

【回答代表者】

＜職業分類の空白の 職業の方＞
・医者
・旅行会社
・ゴルフ場
・政治家
・農業
・造園業
・教育関係・大学教授
・芸術家
・公務員
・スポーツクラブ経営者
・僧侶

クラブ管理運営委員会
近藤直弘会員
・鈴木正弘会員
５月２６日に孫娘の結
婚式に招待され、感無
量でした。
・渡部和夫会員
結婚記念日にきれいな
お花を頂きありがとう
ございました。

・足立宗禅会員
８６才になりました。これからもよろしくお願
いいたします。

宮寺順子会員

【質問２】
木更津東ロータリークラブでは近年新入会員が
多く入会していますが同じ位の退会者があるた
め会員数は 50 名前後を推移しております。転勤
や引っ越し等の事情は仕方がないとしても退会
者をなるべく防止するためにクラブとして行っ
たほうが良い方策を検討ください。

【回答代表者】

大岩もえ会員
石田 亨会員

・金見和子会員
思い出の坂出東ロ－タリ－クラブで、ケ－キの
お祝いを頂き、木更津で頂き今年は良い誕生日
でした。これからも楽しく皆様方一緒にいきた
いと思います。
・藤野宏冶会員
昨日誕生日をむかえました。昨日は会社のスタ
ッフに祝っていただきましたが、自宅では本日
誕生日の愛犬ロッキ－のついでに一緒に祝っ
てもらえるようです。
・栗坂禎一会員
かずさマジック、いよいよ東京ド－ムへ向けて
の戦いが始まります。まずは６月５日(水)１０
時から市原市のゼット・エ－・ボ－ルパ－クで
試合があります。【国道１６号線沿いの臨海球
場です】ここから車で３０分程度。次回ロ－タ
リ－前のお時間どうぞ応援に来て下さい！

退会者の理由（体力、場所、魅力等）をはっきり
させその原因を改善する。例えば車の問題なら乗
り合いにするなど
・例会アワーの内容を考える
・魅力ある例会をする
・夜の例会を増やす
・例会数を減らす
・オンライン中継
・推薦者が頑張る
・役割を作る
・退会者は現状でも多くないと思います。
・親睦会を増やす
・退会者の数だけ入会させればよい

【質問３】
近年例会の出席率が低下している傾向にありま
す。例会の出席率を向上するためにクラブとして
したほうが良い方策を検討ください

【回答代表者】

藤野宏冶会員
吉田和義会員

・会長の話を楽しくする
・卓話を楽しくする
・例会プログラムを事前に全会員に通知する
・作業着等での出席を積極的に許容する
・援助会員が声がけをする
・出席率が低い会員に退会を推奨する
・メイクアップを推奨する
・出席しない会員を集めて話を聞いてみる
・出席しない会員の会社を職場訪問する
・負担にならない程度の役割を与える
・会報を届けるなどコミュニケーションをとる
・入会時にしっかり説明する

オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事

点鐘 渡邉元貴会長 13:30

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス

eastkisarazu-rc@nifty.com

