
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 豊田文智 副 SAA 
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2019年 8月 7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 46名 
  出席 39名・欠席 7名 
◆出席率    84.78 % 
 

◆前々回出席率 80.95 %  修正後出席率 88.09% 
 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・塚本秀夫 
鶴岡大治・林孝二郎・藤野宏冶 
 

◆メ－クアップ【敬称略】  
・8/6 IA年次大会    石田 亨 

 ・8/7  定例理事会 
 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 松岡邦佳 

    
◆結婚祝  8/6 松岡邦佳 
 

おめでとうございます！ 
 

日本百名城 大坂城 【大阪市中央区】 

 

《今年度のトップ写真は日本百名城を掲載いたします。撮影者：栗坂禎一会員》 



■ゲストのご紹介         加藤智生会長 
 
◇ガバナ－補佐   小川義則 様 
 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日は大変忙しい中お越しいただきました小川
ガバナー補佐。誠にありがとうございます。 
後程ご挨拶いただきます。 
今月は会員増強月間でもありますのでそれに少
し関連したお話をさせて頂きます。 
一概に会員拡大といっても様々な手法があり、特
に地域性によって拡大のやり方は変わってくる
と思います。ボランティア活動が盛んな地域もあ
ればそうでない地域もあります。大きな企業が有
る無いでも変わりますし我々中小企業の元気度
合でも違います。色々なものが絡まり合ってその
地域に一番あった会員拡大のやり方があると思
います。 
先日会員拡大月間ということもあり、会員拡大に
ついて国際ロータリー会員増強担当部からメー
ルがありました。その中にマロニー会長のインタ
ビューがあり、会員拡大の重要性を話されていま
した。しかし、会員拡大の重要性は誰もがわかっ
ていると思います。実際会員がいないと予算も少
なくなりますし、事業も出来ないので、その部分
はでわかります。その会員を増やすやり方がわか
らないというところなのです。でもその増やすや
り方はその地域の方が一番よく知っているはず
なのです。 
私は人との繋がりに関してはとても恵まれた人
間だと思っています。昨年父親を亡くしました。
会社を引き継ぐ上で様々な悩みや分からないこ
とがあった時色々な人に話を聞いてもらったり、
相談にのって頂いたり、助けて頂きました。 
ロータリーやそれに近い団体、いわゆる会社を経
営しているもしくはそれに近い方々が集まって
いる団体というのは悩みごとも近いしその対処
もよく知っている方々が多いので非常に助かり
ます。ぜひひとりでも多く仲間を増やしていただ
いて、様々な話をして頂きたいと思います。 
会員拡大の担当は金見さんです。ですが会員拡大
とは一人の人に頼るのではなく会員全員でやる
ものだと思っています。ぜひよろしくお願いしま
す。以上挨拶に代えさせて頂きます。 

■ガバナ－補佐ご挨拶 小川義則ガバナ－補佐 

 
皆さんこんにちは、今日で 2回目の訪問になり

ます。 
木更津東 RC の女子会・金見様、小林様、宮寺

様、袖ケ浦会長・幹事慰労会に参加いただきあり
がとうございます。前年度の鈴木会長、福原幹事
と津留三枝子会長が大変喜んでいました、盛り上
げていただきありがとうございました。 

7 月 30 日、RI 規定審議委員会の報告説明会に
参加してきました。山田パストガバナーが、３時
間以上立ったままで報告説明を丁寧に言ってく
れました。山田パストガバナーの体力にもびっく
り。 
メークアップが 1年間有効なりました。でも休

んでしまった人は 1年以内にメークアップをして
ください。一年間で出席率が 100％になるように
お願いします。それには、グループの行事や地区
の行事に参加することです。職業分類も撤廃され、
要するに会費さえ払えば誰でもいい、そんな内容
になっています。 
ロータリーが変わってきましたが、本当にこの

ままで良いのか、考えさせられます。 
私が入会したときは 1業種につき 1名でした。入
れていただいた感激は今でも忘れません。今は入
れて頂くから、入ってください、に変わりました 
クラブごとに入会方法・人選を考える時期が来た
気がします。 
 日本のロータリーも 100年になります。今こそ
ロータリーの原点に戻り行動をするべきと思っ
ているのは、私だけでしょうか。 
ロータリーは、クラブが第一と言われています。

それならば各クラブで入会者を人選し、各クラブ
でクラブの特色そしてクラブの歴史を作って行
くべきと、考えます。 
諸岡ガバナーにとって一番うれしい事は、まずは
会員増強・そして寄付金の増額です。儲かったか
ら、寄付をするのではなく、寄付をするから儲か
る事を覚えておきましょう。 
ロータリーは「超我の奉仕」と言われています。 
 

■幹事報告             藤永範行幹事 
1) 「ガバナ－・ガバナ－エレ
クト事務所夏季休業のご案内」
が届いておりますので回覧いた
します。 
2) 次週 8月 14日(水)の例会は
お休みです。8月 21日(水)はガ
バナ－公式訪問例会となってお

ります。さらに、8月 28日(水)はホテルガーデ
ンにて、納涼夜間例会となっておりますので、
お間違えなきようにお願いいたします。後日納
涼例会のお知らせを発送いたしますので出欠を
必ずご連絡下さい。特別な例会が続いておりま
すのでご連絡は確実に事務局までお願い致しま
す。 



3) 本日は例会終了後、第 2回理事会となってお
りますので、理事・役員の方のご出席をお願い
いたします。 

2.他クラブからのお知らせ 
1) 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 

3.その他のお知らせ 
特になし 
 

■委員会報告 
◇R の友 8月号紹介     倉島和広会員 

１、 縦組み 4 ページ 
「言葉の力」と題した松士清
氏の講演要旨より～ 

相田みつを氏の「しあわせは い
つも じぶんのこころがき
める」で始まる内容は世の中
や人間の心理を突いた力強
い言葉には人に感情や感動
を与える。私たちの人生の中
でも言葉にすれば失わなく

て済んだものがある一方で逆に言葉にしたから
失ったものもあります。これからの時代は今まで
以上に人とのかかわりが大切であり「言葉の力」
がその鍵となると考えると結んでいます。特に８
ページの右上段のウィンストン・チャーチル氏の
「たこが一番高く上がるのは逆風の時である。順
風の時ではない」には個人的に感銘を受けました。
ちなみに相田みつを氏の詩で一番好きなのは「に
んげんだもの」です。 
 
２、 横組み 3 ページ 「RI 会長メッセージ」から 
会員数を増やすことが最も重要である。今まで以
上に組織的かつ戦略的に取り組み、さまざまな経
歴を持ったメンバーで構成される活発な会員増
強委員会をつくりロータリーが成長するために
「多様な世代の女性や男性をロータリーに迎え
入れることに全力で取り組んでいきましょう！」 
 
３、 横組み 7 ページより 
特集「クラブを活性化させる同好会」趣味を通し
てつながろう！のコーナーですが今月 8 月は「会
員増強・新クラブ結成推進月間」とのことです。
全国のユニークな同好会が紹介されています。特
に 14 ページの大幅な会員増強のあった高崎ロー
タリーの今については興味深いことも書いてあ
りますのでご覧ください。 
最後に縦組み 17 ページからの先日行われたドイ
ツ・ハンブルグでの国
際大会での楽し気な
様子が書かれており
ます。参加された山田
会員や大澤会員が写
ってないか必死に探
しましたが見つかり
ませんでした。 
 

◇ニコニコボックス 

  クラブ管理運営委員会     石渡雄悟会員 
  
・加藤智生会長 
小川ガバナ－補佐のご来訪歓迎
いたします。 
ガバナ－公式訪問もよろしくお
願いします。 
 

・藤永範行幹事 
私、幹事なのにガバナ－公式訪問に参加できま
せん。すみません株主総会があります。ご容赦
下さい。 

・松岡邦佳会員 
8月 6日は 12回目の結婚記念日でした。きれ
いな花束ありがとうございました。 
 

 ■例会アワ－       進行 藤永範行 幹事 
「クラブ協議会」 

 

◇ガバナ－補佐 挨拶   
小川義則ガバナ－補佐 

 
◇クラブ運営方針      加藤智生会長 

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。 
 ガバナー公式訪問当日は３クラブ合同で行わ
れますので、時間の関係上１クラブ２０分の時間
内で各クラブ、クラブ協議会形式でも良いですし、
紹介や自慢、困っている点等を話していただきま
すのでよろしくお願いします。 

 
 



◇ＳＡＡ  
豊田文智 副委員長 

 
例会等の会合が円滑かつ快適に
運営され、また、会員同士の親
睦、交流が一層進むよう活動し
ていきます。 
 
 

 
◇クラブ管理運営委員会 

渡邉愼司 委員長 
例会においては、ロータリーに
関する知識の向上や、地域の事
柄、興味のある話題等、会員が
喜びを感じる事の出来るアワー
を企画していきます。また、会
員相互の理解と親睦を深めるた
め、アワーや親睦事業を通じて

活動していきます。 
 
◇会報・IT活用委員会 

堀内正人 委員長 
「広報すること」は「知っても
らうこと」が目的であります。
そして、これにより、 
私たちの活動を知ってもらう！ 
ロータリークラブに興味を持っ
てもらえる！ 
仲間が増える（会員増強！）新

たな活動へつながる！といった好循環が期待で
きます。本年度は広報ツールとして ITを活用し、
木更津東ロータリークラブの PRを行っていく所
存であります。 
一方、週報（会報）は私たちの活動の記録そのも
のであり、極めて重要で疎かにしてはならないも
のと考えます。クオリティを維持・向上させるた
めにも、事務局との協力体制をしっかりと整備し、
充実した内容の週報が発行できるように努めて
まいります。 
 
◇会員増強・研修委員会 

内田 重 委員長 
近年当クラブ会員の構成を見て
みますと、女性会員の入会、若
い会員の増加等幅広い層の会員
が増える一方、会員の高齢化も
進んでおります。 
このような状況の中、魅力があ
り輝いているクラブを作るため

には、ロータリーの原点を考え絶好の会員増強年
度としていきたいと思います。 
今年度加藤会長は、活動方針を「会員数 50 名以
上」「会員の資質向上のための研修」を掲げてお
りますので、実現できるよう新会員入会オリエン
テーション及び援助会員の役割をしっかりと実
践していきます。 
 
◇職業奉仕・公共イメ－ジ委員会 

大里光夫 委員長 
五大奉仕部門の第二部門である
職業奉仕は、ロータリーの理念
に従って自分自身を律し、事業
を行うこと、そして自己の職業
上の手腕を社会の問題やニーズ
に役立てることと考えられます。

活動方針を基に職業奉仕を理解しかつ実践でき
るようにしていきます。 
 

◇青少年奉仕委員会 
石田 亨 委員長 

広く青少年プログラムを広報し、
紹介して、青少年がその年代に
忚じた社会とつながるよう支援
して、ロータリーの奉仕が若い
世代とつながる基盤づくりを進
める活動をしていきます。 
 

◇米山記念奨学会委員会 
吉田和義 委員長 

米山記念奨学会の意義や歴史に
ついて会員の理解を深め、寄付
金の拠出に協力をお願いしてい
きます。また、世話クラブとし
て奨学生を支援していきます。 
 
 

◇ガバナ－補佐 講評   
小川義則ガバナ－補佐 

今までに 5クラブ訪問しましたが、木更津東クラ
ブが一番丁寧で、引き締まった良いクラブだと思
います。何も言うことはありません。この様な例
会を我が袖ヶ浦にも見習って欲しい。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 

本日のメニュ－ 


