
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◆誕生祝【敬称略】   
10/14宮寺順子 10/23松岡邦佳  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 豊田文智 副 SAA 
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2019年 10月 23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 
◆Ｒソング「それでこそロ－タリ－」 

 
◆出席     会員 46名 
  出席 31名・欠席 15名 
◆出席率    77.50 % 
 

◆前々回出席率 74.41 %  修正後出席率 86.04% 
 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・金見和子 
内田 重・鈴木秀幸・石渡雄悟・小林裕治 
小林千晃 

日本百名城 赤穂城 【兵庫県赤穂市】 

《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》 

お誕生日 
おめでとう！ 



■ゲストのご紹介       加藤智生会長 
 

◇ ROVERS木更津 FC  カレンロバ－ト様 

 

◇ 木更津総合高校 IA 顧問 長島沙也香様 

生 徒         鈴木胡羽瑠さん 

            木幡綾乃さん 

            秋倉香那さん 

 

◇ 木更津 RC         大川健士 様  

 
■会長挨拶・報告     加藤智生会長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日は人前での挨拶についてお話しさせていた
だきます。 
もともと私自身、人前でしゃべるというのはそん
なに得意ではないと思います。 
よって、必ず原稿は用意するようにしています。
だからと言ってその原稿を見てしゃべるのでは
なく、経験上、原稿を読んでの挨拶はいくら良い
内容でも伝わらない。逆に下手でも良いから自分
の口で読まずにしゃべった方が伝わると思いま
す。ただ原稿があることで安心するので用意する
ようにしています。 
昔、現市長に人前でのあいさつがうまくなるのは
どうしたらよいですか？と質問したことがあり
ます。答えはとにかくなれることと知らない人の
前の方が話しやすいと言っていました。まさしく
その通りだと思います。 
ロータリーは年間４５回くらい例会があって会
長は少なくとも４５回以上は挨拶があります。当
然終わりのころは慣れてくるので誰でもうまく
なると思います。 
ただ翌年には格段に挨拶する機会がなくなるの
ですっかり忘れてしまいまた下手になってしま
う。まさしく慣れだと思います。 
もう一つ知らない人の前でのあいさつの方がや
りやすいというのも理解ができて、これは青年会
議所の千葉ブロック会長をさせて頂いた時です
が、ブロック会員大会といってロータリーいう地
区大会ですが、そこでは約８００名の前で話すの
ですが、会場が大きい分聞いている人が見えない
ので全然緊張しなかったのを覚えています。それ
とは逆に先輩たちの前で話す方がよほど緊張し
ます。 
この会場にいる方々は皆さんお話がうまいでし
ょうが、中には苦手な方もいると思います。参考
にして頂ければ幸いです。 
本日の例会もよろしくお願いします。 
 
 

■幹事報告             藤永範行幹事 

1.幹事報告 

1) 10 月米山奨学会への
寄付金のご案内をいたしま
したが、１１月末頃まで受
け付けておりますので、引
き続きよろしくお願いいた
します。 
2) 次週 10 月 30 日(水)の
例会は、休会となっており

ますのでお間違えなきようお願い致します。 
 
2.他クラブからのお知らせ 
1)  木更津 RC・君津 RC・袖ヶ浦 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。 

2) 袖ヶ浦 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 
 
4.回覧 
・木更津 RC・君津 RC・袖ヶ浦 RC より「例会変更
のお知らせ」 

・袖ヶ浦 RC より「週報」 
 
■IA国外研修生 補助金授与   加藤智生会長              

 
■IA国外研修生及び顧問教師  挨拶 
◇ 木更津総合高校 IA 顧問 長島沙也香様 

 
日頃より大変お世話になっております。 
今年度は、ここにいる３名が国外研修に参加
いたします。昨年度も参加した生徒が２名お
り、もう一度参加したいと思えるほど、充実
した研修だったのだと思います。木更津東ロ
－タリ－クラブの皆様のお力のお陰で、生徒
たちは普段の学校生活で味わう事のできな
い体験をすることが出来ています。今回の研



修でも、また新たな学びがたくさんあると思
います。今後とも生徒の成長のためのお力添
えをよろしくお願い致します。本日は有難う
ございました。 

 
◇ 生 徒         鈴木胡羽瑠さん 

昨年の国外研修では緊張がなかなかとけず、
自分から話しかけることが少なかったなっ
て思いました。緊張がとけてからは、たくさ
ん話せて仲良くなれました。言語の壁はある
けど、自分の知ってる英語やジェスチャ－な
どで現地の方と仲良くなりたいと思います。
外国に行って現地の人と交流する機会はめ
ったにないと思うので、今回の国外研修は貴
重な体験になるので、積極的に交流していき
たいと思います。 
 

◇ 生 徒         木幡 綾乃さん 
有難いことに、今年も国外研修に参加するこ
とになりました。なかなか無いものだと思う
ので二度も機会を頂けて嬉しく思います。昨
年は思うようにコミニュケ－ションがとれ
ず悔しい思いをしました。現地の人達はあら
ゆる面で私達が楽しめるように考えてくれ
ました。その反面、私はあまりにも準備が足
りなかったと反省しました。今年は現地の人
達にも楽しんでもらえるように準備をした
いと思います。また、この三人で行くことも
またとない機会なので楽しみつつ自らも成
長できるようにしたいです。最後になります
が色々なものを吸収し実りのある四日間に
したいです。 
 

◇ 生 徒         秋倉 香那さん 
こんにちは～！木更津総合高校インタ－ア
クト部に新しく部長に就任しました、秋倉
香那です。まだまだいたらない点がありま
すが、精一杯頑張りたいと思いますので、
よろしくお願いします。 
つきましては、このたび国外研修に参加さ
せていただくことになりました。現地の
方々との、理解を深めるすばらしい機会で
すので、新しいことにたくさん挑戦してい
きたいと思います。改めましてどうぞよろ
しくお願いします。 
 
 
 
                      

■委員会報告 
◇木更津 RC 大川健士 様 

 
先日開催された地区大会ゴルフ大会において当
クラブがＢＭ賞を頂きました。 
 

◇戦略計画特別委員会    林孝二郎 会員 
先週の例会後に第 1回
戦略計画特別委員会
が開かれ、互選により
委員長に私が選ばれ
ました。第 1 回委員会
の結果をご報告しま
す。 
・委員会の目的として、
「クラブ創設 60，70
周年を目標とした長
期ビジョンを策定す

るとともに、これから 3～5 年先の目標に向かっ
ての行動計画を策定すること。」また、「各クラブ
の裁量に任されている細則変更について、具体的
には例会頻度、出席の取り扱い、会員身分などに
変更を加える件について、クラブの意見を集約す
ること。」を確認した 
・計画の立案プロセスとして、RI 作成の「戦略計

画立案ガイド」を参考に進める 
・委員会は月 1 回、原則第 3 例会後に開催する。 
・立案のプロセスごとにアンケートや例会アワー
を活用するなどにより会員の意見を聞く機会
を設け委員会の検討に反映させる。 

・おおむね 1 年をめどに委員会報告をまとめ、理
事会、総会に諮る。 

戦略計画はクラブのこれからの向かうべき方向
を決める大切なものです。今後の委員会活動に皆
様の協力をお願いいたします。 
 

◇ニコニコボックス 
  クラブ管理運営委員会     根本光宏会員 

・石田 亨会員 
海外研修に参加されるイ
ンタ－アクトの皆さん、
短い日数ですが、台湾イ
ンタ－アクトと積極的に
交流をしてきて下さい。
又、みやげ話を楽しみに
しています。 
 

・松岡邦佳会員 
誕生祝、ありがとうございます。４７才になり

ました。 
 
・宮寺順子会員 
10 月 14 日を無事に迎えることができました。
またひとつ歳をかさねましたが、たいした成長
もなくごめんなさい。そして、10 月 20 日に、
次男が結婚式をあげる事ができ、やっと少し大
人になりました。 



■例会アワ－   進行 クラブ管理運営委員会 
プログラム担当 藤野宏冶 会員 

 
本日は「ローヴァーズ
木更津 FC」代表のカレ
ンロバートさんをお
迎えいたしました。 
房総からＪリーグを
目指す、ということで
現在は千葉県リーグ
制覇と関東リーグへ
の昇格を目標とされ
ております。 

 
「房総からＪリーグへ」 

 
ROVERS木更津 FC  カレンロバ－ト様 

 
プロサッカー選手に育ててくれた千葉県に恩返
しがしたい 
千葉県をサッカー王国にしたいと言うおもいか
ら木更津市にサッカークラブを設立しました 
千葉県には北に柏レイソル、中央にジェフ千葉、
そして南部にはまだプロクラブはおろかサッカ
ーが根づいてもいません 
千葉県南部である房総半島エリアの子供たちの
夢の１つに僕を幸せにしてくれたサッカー選手
を付け加え、房総半島から世界に羽ばたき成功を
おさめる選手を輩出したいと強く思っています 
その為にまずは子供達に憧れてもらえるような
サッカークラブを作るため尽力しています 

 
【略歴】 

 
市立船橋高校の選手時代。2003 年天皇杯に市船
が出場した試合において、横浜 F マリノス相手
にドリブルでＪリーガー3 人をぶち抜いてアシ
ストを決めた選手（もちろん当時高校生）です。 
その後、ジュビロ磐田→ロアッソ熊本→VVV フ
ェンロー（オランダ）→スパンブリーFC（タイ）
→ソウルイーランド FC（韓国）→ノースイース
ト・ユナイテッド FC（インド）→レザーヘッド
FC(イングランド） と文字通り世界中を渡り
歩かれ、現在は木更津市に本拠地を置く、ご自
身がオーナーである「ローヴァーズ木更津 FC
（千葉県１部リーグ）」の代表をされておりま
す。 

 
 

 

 
ありがとうございました！イギリスと日本にル－ツを
お持ちのイケメンですが、バリバリの茨城育ちの日本
人でした！ 

 
 
 

 
 
 

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－ 


