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2019年 9月 4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 34名・欠席 10名 
◆出席率    77.27 % 
 

◆前々回出席率 82.60 %  修正後出席率 89.13% 
 
◆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・藤野宏冶・内田 重・栗坂禎一 
鈴木秀幸・吉田和義 

◆メ－クアップ【敬称略】  
・8/31 米山セミナ－   吉田和義 

 ・9/1  R財団セミナ－  鶴岡大治 
  ・9/4  定例理事会  
          加藤智生 松岡邦佳 渡邉愼司 
     藤永範行 近藤直弘 石渡雄悟 
     林孝二郎  
 
◆結婚祝 8/8  小林裕治・千晃 
     9/1 足立宗禅 
 
   おめでとうございます！ 

日本百名城 彦根城 【滋賀県彦根市】 

《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》 



◆誕生祝 8/9  石渡雄悟  8/16 近藤直弘 
     8/23 坂井健治  8/30 阪中昌司 
 
  
 

 
■ゲストのご紹介       加藤智生会長 
      
◇ 黒川友矢 様≪木更津文京セブンイレブン》   

 
 
 
◇ 劉   偉  君 
 

 
ようこそいらっしゃいまし
た！！ 
 
 
■米山奨学金授与       加藤智生会長 

 
皆さまこんちは 
米山奨学生リュウイです。今日も皆さまとお会う
ことができ嬉しく思います。 
私は先週楽し週末を過ごしました。先週土曜日は
米山奨学委員長セミナー参加させて頂きました。 
日曜日は一日短期で医療関係の通訳アルバイト
をしました。夜のニュースでは8月の前線に伴う
大雨災害では九州北部を中心に洪水など被害が
発生している事をわかりました。 
私のも現在ロータリー米山奨学会にお世話にな
っており、ロータリーの奉仕の精神を学び微量な

力を入れたくネットで調べました。 
現在被害地では復興、復旧を支えるボランティア
活動が行う事をわかりました。私は今学校の為ボ
ランティアには行けませんが、何をすれば手伝う
ことができるが考えました。 
そこで現在募金している事を分かって私は日曜
日にアルバイトしてもらったお金を寄付するこ
とになりました。  
今後も色々ボランティアなど活動に参加してロ
ータリーの奉仕の精神を学び社会で微量なから
貢献できる人になるように頑張っていきたいと
思います。 
今後ともよろしくお願い致します。 
 

 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 
今月より、基本的教育と識
字向上月間です。これはロ
ータリーの６つの重点分
野の一つです。それではな
ぜロータリーはこのよう
なことに取り組んでいる
かというと、以下の理由に
よりこのプロジェクトに
取り組んでいるそうです。 

 
・すべての女性が初等教育を修了すれば、妊婦の
死亡率が６６％減少する。 

・読み書きの出来る母親をもつ子供は、読み書き
の出来ない母親の子供に比べて５歳まで生き
るのびる確率が５０％高い。 

・低所得国で全員が読み書きを習得した場合１億
７１００万人が貧困から抜け出すことができ
る。 

全世界で７億８０００万人以上の成人が読み書
きできないそうです。日本では考えられない事実
があると思います。 
全国のロータリーでも様々な取り組みをしてい
るロータリーがあります。本を送ったり、学校の
先生の費用をだしたり中には学校そのものを作
ってあげたりしているみたいですね。 
私自身は勉強が嫌で、高校卒業後すぐに就職しま
したが、世界には教育を受けたくても受けられな
い方々が沢山いることを自覚していただき、ロー
タリー財団への寄付をご検討いただければと思
います。 
本日もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

お誕生日 
おめでとう！ 

■第 2回理事会報告      藤永幹事 
 
審議事項 ①2019年 7月度収支報告の件→承

認されました。 
②2022-23 年度ガバナ－ノミニ

－・デジグネイト候補者推薦の
件→推薦なし 

③8月 28日納涼家族移動例会会費
及び企画書について→承認さ
れました。 

④新事務局員採用の件→承認さ
れました。 

報告事項 長期戦略計画特別委員会発足の
件を 9月理事会において審議いた
します。 

 



■幹事報告             藤永範行幹事 
 
1.幹事報告 
1)ガバナ－エレクトより
「事務所開設のご案内」が
届いておりますので回覧い
たします。 
2)2018-19 年度「地区大会
記念誌」が届いております
ので回覧いたします。 
 

2.他クラブからのお知らせ 
1）袖ヶ浦 RC・君津 RC・富津シティＲＣより、「ク
ラブ活動計画書」が届いておりますので回覧い
たします。 

2) 袖ヶ浦 RC・上総 RC・君津 RC より、「週報」が
届いておりますので回覧いたします。 

3) 君津 RC・富津中央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)一粒会より「ご挨拶」が届いておりますので回
覧いたします。 

2)米山梅吉記念館より「館報」が届いております
ので回覧いたします。 

3)「KIFA はがきつうしん第 214 号」が届いており
ますので回覧いたします。 

 

■委員会報告 
◇ R の 友 9 月 号 紹 介     

倉島和広会員 
1.縦組み 4 ページ 「ラグビ
ーから学んだ和の心」と題し
た宮田慶一氏より～ 
8ページにあるラグビー憲章
の①品位、②情熱、③結束、
④規律、⑤尊敬がロータリー
精神と親和性があるとの解
説が興味深い内容であった。 

2.縦組み 19 ページ「卓話の泉」から 
今回は少し目先を変えてためになる記事が
あったので簡単に紹介します。 
薬との上手な付き合い方と題した記事によ
ると、すべての薬には病気を治す主作用と目
的以外の働きをする副作用があって、副作用
を主作用として発売されている薬もありま
す。有名な例が ED 治療薬のバイアグラでは
ないでしょうか？本来は狭心症の治験役と
して開発が進められたとのことです。話を戻
すと副作用ですが 75歳以上の 4人に一人が 7
つ以上の薬を飲んでいて、その薬が 6 つ以上
になると副作用が増えるそうです。私もそう
ですが該当する皆さんは気を付けてくださ
い。 

3.横組み３ページ「RI 会長メッセージ」より 
  機会を見つけて家族をロータリーのみんな

に紹介する新しいしきたりを取り入れてみ
ましょう！クラブが開催するイベントは家
族向けのものはあまり多くはないでしょう
から、ロータリーのイベントの多くを家族向
けにすることを今年度の優先課題のひとつ
として掲げています。この方針に合致してい
ると思われるのが先日行われた納涼家族例
会だったのではないでしょうか！ 

 
4.横組み 12 ページから特集として 9 月はロータ

リーの友月間だそうです。16 ページには見開
きで世界各国のロータリー雑誌が紹介され
ております。様々なデザインを見ているだけ
で楽しくなるのではないでしょうか？ 

最後に縦組み 18 ページからは来年の 6 月に開
催されるホノルルでの国際大会の紹介記事です。
これはもうハワイの観光情報誌ではないかと思
う位美しい景色が掲載されています。これを見る
だけでも行きたくなりませんか？ 
 

◇ニコニコボックス 
  クラブ管理運営委員会     根本光宏会員 

  
・坂井健治会員 
8 月 23日 74 才の誕生日を
迎えました。来年はいよい
よ老人の仲間入りをさせて
いただきます。よろしくお
願いいたします。 
 
・近藤直弘会員 
あっという間に 52 才にな

りました。(8 月ですが)これからも皆様のご指
導のもと、がんばります。 
 

・石渡雄悟会員 
誕生日のお祝いありがとうございました。 
 

・阪中昌司会員 
誕生日お祝いいただいてありがとうございま
す。57 才になりました。 
 

・小林裕治・千晃会員 
この度は、素敵なお花束をくださり有難うござ
いました。今後共、夫婦共々宜しくお願い申し
上げます。 
 

・足立宗禅会員 
結婚祝いの花束有難うございました。 
 

・勝呂泰樹会員 
本日、例会アワ－を担当させていただきます。
会員増強研修委員会の副委員長の勝呂です。
「好きです！ロータリ－」をテ－マにクイズ形
式で検定をおこないますので、おつきあいくだ
さい。また本日ゲストで文京セブンイレブンの
オ－ナ－黒川さんが見学に来ていただきまし
た。宜しくお願い致します。 
 

・倉島和広会員 
ご案内です。中小企業同友会のオープン例会が
9/19(木)に木更津三日月ホテルであります。今
回はグル－プ代表の小高氏のベトナムへの進
出へのめった聞けないお話です。スパ付きです。
宜しくお願いします。 

 
 
 

 



■例会アワ－   進行 会員増強委員会 
研修担当 勝呂泰樹 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

「好きです！ロータリ－」 
ロータリ－クイズ 《木更津東ロ－タリ－クラブ》 

 
会員増強委員会 研修担当副委員長の勝呂会員
から楽しくロ－タリ－を学ぶというテ－マでク
イズ形式のアワ－が開催されました。さて、優勝
トロフィ－は誰の手に！？ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇予想どおり！？優勝者 
 は山田パストガバナ－ 
 でした。 
なんと！100 点満点。 
ミスタ－ロ－タリ－ 
さすがですね！ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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－ 

これは、ロータリーのことをもっと理解してもらうた
めに、クイズ形式で楽しく学ぼうというものです。少
し木更津東ロータリークラブオリジナル問題もありま
すが、頑張って解いてみてください。 
 
【別表にて勝呂会員作成の検定表を添付いたします】 



 

 

 

これは、ロータリーのことをもっと理解してもらうため

に、クイズ形式で楽しく学ぼうというものです。少し木

更津東ロータリークラブオリジナル問題もありますが、

頑張って解いてみてください。 

問題 

①1905 年にロータリーは創立されました。そ

の場所は？ 

 1.ロサンゼルス 2.ロンドン 3.シカゴ 

 4.東京 

 

②ロータリーの創始者である青年弁護士の名

前は？ 

 1.ポールマッカートニー 2.ポール牧 

 3.松岡邦佳 4.ポールハリス 

 

③ロータリーは、クラブ、国際ロータリー（RI）、        

の 3 本の柱で支えられている。  

に入る言葉は？ 

 1.地区ロータリー 2.木更津東ロータリー 

 3.ロータリー財団 4.ロータリー応援団 

 

④ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚

えておくべき 4つの問い、「四つのテスト」 

この指針を考案した人物は次のうちどれでし

ょう？ 

 1.ハーバード J・テーラー 

 2.アーサーF・シェルドン 

 3.山田修平 

 4.チェスリーR・ペリー 

 

⑤ロータリーのクラブの土台となる 5つの奉仕

部門（5 大奉仕部門）がある。クラブ奉仕、職

業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、あと 1 つは

何？ 

 1.地域奉仕 2.事業奉仕 

3.青少年奉仕 4.家庭奉仕 

 

 

 

 

 

⑥日本で最初のロータリクラブは東京ロータリ

クラブですが、創立された年度は？ 

 1.1905年 2.1920年 

 3.1949年  4.1968年 

 

⑦ロータリソングの「それでこそロータリー」、 

「手に手つないで」を作詞/作曲した人物は？ 

1.矢野一郎  2.矢野二郎 

3.矢野三郎  4.矢野四郎 

 

⑧RI（国際ロータリー）の役員となり、地区チー

ムと協力して地区の管理運営を行う会員。地

区の運営管理以外に、クラブの意欲を高め、

研修を行い、各種のリソースをクラブに紹介

する人物のことを何というでしょう？ 

 1.地区会長 2.RI補佐 

 3.地区ロータリー財団委員長 

 4.地区ガバナー 

 

⑨日本では、RI 会長（国際ロータリー会長）と

して、現在 3 名輩出されています。1 人目は

東ヶ崎潔氏、2 人目は向笠廣次氏、3 人目

は？ 

 1.米山梅吉 2.福島喜三次 

 3.田中作次 4.山田修平 

 

⑩地域の若い人々を育てたり支援したりする

活動も積極的に行ったりしているロータリーで

すが、青少年に関する様々なプログラムがあ

ります。次のうち違うものはどれか？ 

 1.インターアクトクラブ 

 2.ローターアクトクラブ 

 3.ライザップ 

 4.ロータリー青少年交換 

 

⑪次年度のクラブ会長全員のための研修、

教育プログラムの会長エレクト研修セミナー。

好きです！ロータリー 
ロータリークイズ検定 （木更津東ロータリークラブ） 

 



略して何と言われているでしょうか？ 

 1.METS 2.PETS 3.GETS 4.NETS 

 

⑫ロータリ財団への寄付金を資金とするプロ

グラムは、地区補助金、ポリオプラス、グロー

バル補助金、あと一つは？ 

 1.ロータリー平和センター 

 2.ロータリー米山記念奨学会 

 3.ヤギ銀行プロジェクト 

 4.ロータリー清掃奉仕活動 

 

⑬ゾーンとは国際ロータリーの会長指名委員

と RI 理事指名委員を選挙するために、RI 細

則が定め、RI 理事会が編成したクラブの集団

のことです。現在、世界を 34のゾーンに分割

し、ゾーン内のロータリアン数が等しくなるよう

になっています。日本はいくつのゾーンに分

割されているでしょうか？ 

（1 ゾーン当たりの会員数は約 3 万 5 千にん

です。） 

 1.2ゾーン 2.2.5ゾーン 

 3.3ゾーン 4.3.5ゾーン 

 

⑭現在、木更津東ロータリークラブの会長は

加藤智生会長ですが、加藤会長は歴代何代

目の会長でしょうか？ 

 1.17代目 2.37代目  

 3.52代目 4.72代目 

 

⑮国際ロータリ世界本部がある場所は？米

国の何州でしょうか？ 

 1.ニューヨーク州 2.イリノイ州 

 3.ワシントン州 4.アラバマ州 

 

⑯日本人第 1号ロータリアンは？ 

 1.米山梅吉 2.手島知健 

 3.福島喜三次 4.伊藤博文 

 

⑰本年度（2019-2020）の 2790 地区ガバ

ナーの諸岡靖彦氏がかかげた地区スローガ

ンは次のうちどれでしょうか？ 

1.ロータリーから千葉を元気に 

2.ロータリーは世界をつなぐ 

3.結～結び合い繋がり合い絆が生まれる～ 

4.より強力な魅力あるクラブに 

 

⑱我が国ロータリーの創始者 米山梅吉。そ

の米山梅吉記念館がある場所は次のうちど

れ？ 

 1.静岡県 2.東京都 3.京都府 4.長崎県 

 

⑲木更津東ロータリークラブと姉妹クラブであ

る、香川県のクラブは？ 

 1.坂出東ロータリークラブ 

 2.坂出西ロータリークラブ 

 3.坂出南ロータリークラブ 

 4.坂出北ロータリークラブ 

 

⑳勉学または研究のために来日し、我が国

の正規の学校または研究機関に在籍する外

国人留学生に対して奨学金を支給し、彼らの

留学の目的を支援するとともに、ロータリーの

理想とする国際理解と親善に寄与することを

目的とする、ロータリー米山記念奨学会です

が、次のうち奨学生の出身の国が 2 番目に

多いのは次のうちどれでしょう？（累計です） 

 1.台湾 2.中国 3.マレーシア 4.韓国 

 

問題は以上です。お疲れ様でした。 

 

 

＜解答＞ 

①3、②4、③3、④1、⑤3、⑥2、⑦1、⑧4、

⑨3、⑩3      

⑪2、⑫1、⑬2、⑭3、⑮2、⑯3、⑰1、⑱1、

⑲1、⑳4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 勝呂泰樹会員 監修 


