
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 林孝二郎 SAA 
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2019-20年度国際ロ－タリ－テ－マ 

第 １ 回 例会 NO.2458 

   

2019年 7月 3日(水) 

ホームページ http://ki-east-rotary.ala9.jp 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   加 藤 智 生 
幹  事   藤 永 範 行 
編  集   堀 内 正 人 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  マ－ク・ダニエル・マロ－ニ－ 
地区ガバナ－ 諸 岡 靖 彦 
ガバナ－補佐 小 川 義 則 
 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆国歌斉唱「君が代」 

Ｒソング「奉仕の理想」 
◆出席     会員 44名 
  出席 39名・欠席 5名 
◆出席率    92.85 % 
 

◆前々回出席率 75.55 %  修正後出席率 80.00% 
 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・塚本秀夫 
 

◆メ－クアップ【敬称略】  
・6/30 規定審議会    山田修平 
・7/1  ガバナ－懇談会 山田修平 

 ・7/3   新旧合同理事会 
 加藤智生 渡邉愼司 藤永範行 近藤直弘 
 石渡雄悟 内田 重 大里光夫 鶴岡大治 

   堀内正人 渡邉元貴 堀内正人 大澤藤満 
   大森裕資    
◆結婚祝  6/20 渡邉愼司 
◆誕生祝  6/15 大里光夫 渡邉愼司 

 おめでとうございます！ 
  

2019-20 年度 木更津東ロ－タリ－クラブ 役員就任式 

 

左から【SAA】林会員【副会長】渡邉愼司会員【直前会長】渡邉元貴会員 
【会長】加藤会長【会長エレクト】松岡会員【幹事】藤永会員【会計】石渡会員 



■ゲストのご紹介         加藤智生会長 
◇ガバナ－補佐   小川義則 様 
◇第５グル－プ幹事 鈴木貴志 様 
◇米山奨学生    劉 偉 君 
 
■米山奨学金の授与    加藤智生会長 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
■認証状伝達式     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【渡邉直前会長より加藤智生会長へ】 
 
■役員・理事就任式  
紹介者 豊田文智 副 S.A.A 
 
 

 
会長           加藤智生 

 直前会長         渡邉元貴 
 会長エレクト       松岡邦佳 
 副会長          渡邉愼司 
 幹事           藤永範行 
 会計           石渡雄悟 
 S.A.A           林孝二郎 
 会員増強・研修委員長   内田 重 
 職業奉仕委員長      大里光夫 
 社会奉仕委員長      塚本秀夫 

国際奉仕委員長      鶴岡大治 
副幹事          近藤直弘 

 
■地区委嘱状伝達    加藤智生会長 
 
◇地区諮問委員・地区立法案検討委員 
監査・財団資金監査委員    山田修平会員 

◇地区補助金ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会   堀内正人会員 

 
 
 
 
 
 
 

 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 
はじめに、本年度２７９０地
区ガバナー補佐であります、
袖ケ浦ＲＣ小川ガバナー補佐
並びに鈴木幹事におかれまし
ては大変お忙しい中お越しい
ただきまして誠にありがとう
ございます。 
また、米山奨学生のリュウ・
イ君もお越しいただいており

ます。合わせてありがとうございます。そして、
会員の皆様におかれましては、これから新年度が
始まり本日より新たな体制でスタートします。若
輩者のわたくしですが、１年間よろしくお願いし
ます。 
自分は２００８年にロータリーに入会いたしま
した。ですので、１２年目をむかえています。 
大森さんの紹介で入会させていただいたのです
が、今でこそ若い方々がいますが入会当初は私が
一番年下でしたし、それこそ木更津の歴史を作ら
れてきた人たちが多いクラブですので毎回の例
会で緊張していました。 
その入会した年の会長が鈴木会頭で会長挨拶が
すごく楽しかったのを覚えています。前期会長の
元貴さんもたのしい会長挨拶でしたので、それに
負けずとも劣らない挨拶ができればと思います。 
さて、はじめですのでロータリーのことをお話し
させていただきます。 
ここにある鐘。点鐘ですが、もともとは、大航海
時代に船上で時間を知らせる鐘だったようです。 
時計がなかった昔、正確な時間を示すのは正午に
太陽の高度が最大になった１２時だけでしたの
で、それを中心に、以降３０分ごとに砂時計をひ
っくり返し時刻を知らせたそうです。もともとは
時報だったのですね。 
現在では、例会の「儀式」のひとつとして会長が
点鐘を鳴らしますが学校のチャイムのように始
まりと終わりに鳴らす習慣になったようです。 
ただ世界には３５０００以上のロータリークラ
ブがありますが、例会で点鐘を鳴らすのは少ない
ようです。日本独自というわけではありませんが、
周りを海で囲まれ、船に馴染みの多い日本らしい
儀式と言えるかもしれません。 
そう言えば、国旗とクラブ旗やバナーなど例会の
ディスプレイは船上のような雰囲気があります
ね。 

 
■ガバナ－補佐ご挨拶 小川義則ガバナ－補佐 

 
年度第 5 グループガ
バナー補佐を拝命い
たしました袖ヶ浦 RC
の小川義則です。本日
はグループ幹事に就
任した鈴木貴志と共
に伺いました。 
加藤智生会長、藤永



範行幹事ご就任おめでとうございます。  
令和元年の新しい時代にロータリーの役職に就
けることはたいへん幸せなことと思います。楽し
んでやりましょう。どうぞよろしくお願いいたし
ます。さて、今年度 2019～20 年度 RI テーマは「ロ
ータリーは世界をつなぐ」で、４つの強調事項を
掲げています。 
① ロータリーを成長させる  
② 家族を参加させる  
③ ロータリーのリーダーになる道を拓く  
④ 国際連合との歴史的な関係に焦点を置く 
以上のことを目標とし活動するよう指導してい
ます。当 2790 地区 2019～20 年度諸岡靖彦ガバナ
ーは地区スローガンとして「ロータリーから千葉
を元気に」と宣言されました。 
ロータリー情報研修会は「クラブの活性化」、

インターシティ・ミーティング（IM）は、「ロー
タリーの公共イメージ向上と地域社会の活性化
について」行動するよう推奨されています。 
RI のテーマ、諸岡ガバナーの地区スローガンを各
クラブに伝え一緒に実践活動が出来るように頑
張ります。 
皆様、1 年間ご支援とご指導をよろしくお願い

申し上げます。 
 
■記念品目録贈呈    渡邉元貴直前会長 

大里光夫直前幹事 

 
■直前会長挨拶     渡邉元貴直前会長 
皆さまのおかげで一年間務めさせていただくこ
とができたですが、プレゼントの目録までいただ
いて重ねて感謝申し上げます。小川ガバナー補佐
もどうせやるなら楽しんで、とおっしゃっていま
す。力強くスタートした新年度が、加藤会長のリ
ーダーシップのもとさらに盛り上がることをご
祈念申し上げます。 
 
■直前幹事挨拶     大里光夫直前幹事 
一年間お世話になりました。失敗続きの幹事でし
たが、一つ一つが貴重な経験となりました。皆様
有難うございました。 
 
■事務局の鍵引継ぎ 
 

【大里直前幹事
より藤永幹事へ】 
 
 
 
 
 
 

 

■第 5グル－プ幹事     鈴木貴志幹事 
 

《鈴木貴志幹事より、

ご挨拶がありました。》 

 
 
 
 
 
 

■前年度決算報告    大里光夫直前幹事 
  ◇大里直前幹事より、2018-19 年度の決算報告

がありました。 
 
■ゴルフ愛好会会長賞贈呈 

 
【加藤会長より坂井ゴルフ愛好会会長へ】 

 
今年も大金をいただきました。大切に使わせてい
ただきます。今年度第 1 回の加藤会長杯は早朝例
会終了後に開催いたします。 
 
■幹事報告             藤永範行幹事 

 
1.幹事報告 
1) 坂出東 RC より「新年度ご
挨拶」が届いておりますので
回覧いたします。 
2) 2018-19 年度第５グル－
プより「会計収支報告」が届
いておりますので回覧いた
します。 
3) 2019 年規定審議会より

「クラブと地区に関連する重要な変更」が届いて
おりますので回覧いたします。 
4)本日の例会終了後、18 時 00 分より「新旧合同
理事会」及び「新年度第 1 回定例理事会」を 
 開催いたします。担当理事の方はご出席下さい。 
2.他クラブからのお知らせ 
1) 木更津 RC より「水澤二郎会員の訃報」が届い
ておりますので回覧いたします。既に、当クラ
ブより香典を木更津ロ－タリ－クラブ宛てに
お渡しいたしました。 

2) 木更津 RC・袖ヶ浦 RC・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。 

3.その他のお知らせ 
1)特になし  
4.回覧 
・坂出東 RC より「新年度ご挨拶」 
・2018-19 年度第５グル－プより「会計収支報告」 
・2019 年規定審議会より「クラブと地区に関連す

る重要な変更」 
・木更津 RC より「水澤二郎会員の訃報」 



・木更津 RC・袖ヶ浦 RC・君津 RC より「例会変更
のお知らせ」 

◇ニコニコボックス 
  クラブ管理運営委員会     鈴木秀幸会員 

  
・小川義則ガバナ－補佐   

《袖ケ浦 RC》 
加藤会長、藤永幹事就任おめ
でとうございます。１年間よ
ろしくお願いします 

・黒岩靖之会員 《君津 RC》 
君津 RC の黒岩です。加藤会長、

藤永幹事の船出おめでとうございます。また、
前年度 RYLA セミナ－にはたくさんの参加あり
がとうございました。今年度も RYLA 委員長を
しますのでよろしくお願いいたします。 

・加藤智生会長 
１年間会長をさせていただきます。よろしくお
願いします。 

・藤永範行幹事 
幹事を務めさせて頂きます。ご指導をお願いし
ます。 

・有島敏夫会員 
今年度、ロ－タリ－財団を担当させていただき
ます。会員皆様のご協力よろしくお願いいたし
ます。 

・山田修平会員 
2019-20 年度諸岡ガバナ－から「地区諮問委員」
「地区立法案検討委員会」「地区監査・R 財団
資金監査委員」の委嘱状を頂きました。地区内
クラブの皆さんのお役に立つよう頑張ります。 

・内田 重会員 
会員増強・研修委員会をつとめることになりま
した。よろしくお願いいたします。 

・内田 稔会員 
小川ガバナ－補佐のご来訪を心より歓迎しま
す。 

・林孝二郎会員 
今年度、SAA を拝命いたしました。サ－ジェン
ト・アット・ア－ムス「中世の武装した護衛官」
「軍隊の鬼軍曹」の意味だそうですが、ロ－タ
リ－にこんないかめしい名前を持ち込んだの
はユ－モアでしょうから、品位を保ちつつ楽し
い例会になるよう頑張ります。 

・平野秀和会員 
渡邉会員、大里会員、１年間ご苦労様でした。
加藤会長、藤永幹事頑張って下さい。 

・堀内正人会員 
本年度、会報・IT 委員会の委員長として１年
間よろしくお願いいたします。加えて、先日の
渡邉会長杯では優勝してしまいました。加藤会
長杯もゲットできるように道具を買い替えま
す。 

・渡邉愼司会員 
6 月 20 日で４９歳になりました。結婚記念の
花束も頂きありがとうございます。本年度は副
会長としてお世話になります。 

・大里光夫会員 
５０歳になりました。鏡を見ると少し白髪が増
え、中年色が出て来ました。また、今度は職業
奉仕委員長を勤めます。充実した例会ができる
よう頑張ります。 

・鶴岡大治会員 
６月議会での私の一般質問が毎日新聞に掲載
されました。皆様のテ－ブルに用意しました。
ぜひご覧下さい。 

・吉田和義会員 
黒岩さん、ライラ委員長お疲れ様でした。引き
続きライラ委員長頑張って下さい。ぜひ宮寺さ
んを誘ってあげて下さい。私はクラブで米山を
担当させて頂きます。よろしくお願いいたしま
す。 

・石田 亨会員 
今年度、青少年奉仕委員長を拝命致しました。
力不足ですが、１年間よろしくお願いします。 

・近藤直弘会員 
今年度、副幹事をおおせつかりました。力不足
ですが、一年間しっかりと勉強いたしますので、
よろしくお願いいたします。 
 

 ■例会アワ－           加藤智生会長 
「クラブ運営方針」 

２０１９－２０年度
の運営方針について
ご説明させていただ
きます。 
まず、スローガンを
「結」にさせて頂き、
サブスローガンとし
て「結び合い繋がり

合い絆が生まれる」とさせていただきました。 
２０１９－２０年度ＲＩの会長であるマーク・ダ
ニエル・マロニー氏のテーマは「ロータリーは世
界をつなぐ」と発表されました。それも踏まえ結
びつきや、人と人との繋がり、地域絵の繋がりを
メインに考えました。 
また、活動方針につきましては例年と変更したも
のまたは新たにチャレンジするものに関してご
説明させていただきます。 
１つは、木更津東ロータリークラブの歴史を再認
識するためにチャーターメンバーもしくはそれ
に準ずる会員に教えを乞う。とさせていただきま
した。これは昨年５０周年を迎え、改めて木更津
東ＲＣの歴史を学びたいし、昔の話は非常に面白
いからであります。 
２番目に、女性会員が５名いますので、女性から
見たロータリーというものをテーマに女性会員
による例会アワーを実施したいと思います。 
次に、せっかくうちのクラブは木更津総合高校の
インターアクト部を提唱しています。 
それを生かさない手はないと思いますので、是非
若い方々にこの木更津の将来像なんかを聞いて
みたいと思います。 
さらに、奉仕活動をふやします。日頃早朝例会で
清掃活動をしています、太田山公園に桜を植えた
いと思います。こちらは地区の補助金を利用しな
がらできればＢＩＧ＆Ｒの会なんかも交えて行
えればと思います。 
また、国際奉仕ですが、大澤会員のご協力のもと、
新たに米山奨学生を招き入れますのでその支援。
また、山羊銀行が終わって、この後どのような国
際奉仕活動があるのかなども模索、検討したいと
思います。 
次に会員拡大ですが、少なくとも５０名というの
を維持したいと思います。最後に今後のために中
長期ビジョンを作りたいと思います。 
 

－１年間よろしくお願いします－ 
 
 
 
 
 

点鐘 加藤智生会長 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 


