
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 豊田文智 副 SAA 

《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》 
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国際ロ－タリ－ 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆Ｒソング「我等の生業」 
◆出席     会員 45名 
  出席 32名・欠席 13名 
◆出席率    78.04 % 

◆前々回出席率 74.41 %  修正後出席率 81.39 % 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・大里光夫 
鈴木秀幸・藤野宏冶・鶴岡大治・大澤藤満 
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第 21 回 例会 NO.2478 

 

   

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 
 

日本百名城 松本城 【長野県松本市】 

◆メ－クアップ【敬称略】 
・12/6  米山忘年会 大澤藤満  
・12/9  会長・幹事会 加藤智生 
・12/11 第 1回被選理事会  
          加藤智生 松岡邦佳 山田修平 

 渡邉慎司 渡邉元貴 近藤直弘 
 堀内正人 石田 亨  吉田和義  

  
 
◆結婚祝 11/23 豊田文智  
 
  おめでとうございます！ 
 
  
    



◆誕生祝【敬称略】   
11/29 渡邉元貴 12/9 小林千晃 

 

 

 

 

■会長挨拶・報告         加藤智生 会長 
    
今週の月曜日、第五グルー
プの会長幹事会に出席して
まいりました。その報告を
させて頂きます。 
議題は報告事項として、台
風災害の支援についてと、
情報研修会について。 
下期活動計画として、地区
大会、インターシティミー

ティングについてです。 
報告事項の台風被害の支援については、地区より
災害助成金みたいなものが出るそうです。第五グ
ループとしては約２００万円程度出るみたいで、
その使い道について話し合われました。鋸山の被
害がすごいのでその支援にまわしたい。や各地で
防災訓練を開催したらどうか？屋根にブルーシ
ートをかける人の育成費用にまわしたらどう
だ？など様々な意見が出ました。 
結果、助成金の申請要項が、いまいちわからない
のでガバナー補佐より地区に確認していただき、
各クラブに要項をもとに申請するクラブがあっ
たら申請することとなりました。 
次に１１月１６日に行われた情報研修会の報告
ですが、人数は少なかったが良い情報研修会だっ
たとの総論です。２つのクラブより当クラブより
発表していただいた田口さんの話がでて会長と
して誇らしく思いました。 
そして、下期の活動計画の件ですが、地区大会に
つきましては各クラブ多くの動員をお願いしま
す。ということ、ＩＭについてはこれから考える
そうです。 
その後、忘年会が行われ、楽しく終了しました。 
 
■幹事報告             藤永範行 幹事 

 
第 6回理事会報告 

 
 出席者 8 名＋事務局 2 名 
1．審議事項 
①2019 年 11 月分収支報告 
 の件→承認されました。 
②会員退会の件 転勤退会 

  石渡雄悟会員→承認され 
  ました。  
③12 月 18 日 クリスマス家族夜間例会会費の 

件→承認されました。 
2．報告事項 
① 既にご案内をしておりますが、12 月 21日 

(土) 木更津総合高校インタ－アクト部生徒

と歳末たすけあい募金活動を行います。奮っ
てご参加下さい。 

 
1.幹事報告 

1) 本日例会終了後、第 1 回被選理事会を開催
いたします。 
2) 次週 12 月 18 日(水)は、ホテルオ－クラに
てクリスマス家族親睦夜間例会で、今年最後の
例会となっておりますので宜しくお願いいた
します。なお、新年初例会は、1 月 8 日(水)通
常時間の例会となっております。 
3)ガバナ－事務所およびガバナ－エレクト事
務所より「年末年始休業のお知らせ」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)木更津 RC・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。 
2) 木更津 RC より「事務所移転のお知らせ 」
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)木更津交通安全推進協議会より「令和元年冬
の交通安全運動の実施について」が届いており
ますので回覧いたします。 

5.回覧 
・ガバナ－事務所およびガバナ－エレクト事務所
より「年末年始休業のお知らせ」 

・木更津 RC・富津中央 RC より「週報」 
・木更津 RC より「事務所移転のお知らせ 」 
・木更津交通安全推進協議会より「令和元年冬の
交通安全運動の実施について」 
 
■委員会報告  
 
◇社会奉仕プロジェクト委員会  ◇ゴルフ愛好会 

石田青少年奉仕委員長  坂井会員よりご案内 
 
 
 
  
 
 
  

  
 
 

◇クラブ管理運営委員会  ◇戦略計画特別委員会 
クリスマス例会のご案内     アンケ－トのお願い 
  

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

お誕生日 
おめでとう！ 

歳末助け合い募金への 
参加のお願い。 

 

加藤会長杯のお知らせ 

渡邉慎司委員長より、バ
ス乗合の時間・場所等の
お知らせ・お願いがあり
ました。 

 

林孝二郎委員長より、戦略計
画立案のための会員アンケ
－トのお願いがありました。 

 



◇ニコニコボックス 
 クラブ管理運営委員会     田口理紗 会員 

 
・大里光夫 会員 

本日は所用で欠席に
てご迷惑をおかけい
たします。上半期は有
難うございました。下
半期も職業奉仕委員
長として「学びの時間」
と思い頑張ります。先
日の書家幕田魁心様
のパリ個展は盛況に
て開催できたようです。今回、東京の個展の案
内をお配りしております。宜しくお願いいたし
ます。 

・豊田文智 会員 
 11月 23 日 花束が届きましたでの。ありがと
うございます。 

・渡邊元貴 会員 
 誕生日は、妻と娘夫婦、孫たちが唐揚げを買っ
てくれました。太ってしまいました。 

・小林千晃 会員 
 無事にお誕生日を迎えました。去年よりお酒が
飲めなくなったような気がします。 

・坂中昌司 会員 
 本日卓話をさせて頂きますので宜しくお願い
いたします。 

 
■例会アワ－              

テ－マ 「上半期を振り返って」 クラブ協議会 

≪司会≫ 藤永範行幹事 

≪会長及び各委員長の発表≫ 

◇2019-20 年度 会長      加藤智生  会長 
 
半年経ちましたが、活動方
針の消化状況はまだ半分
も行っていないというの
が現状です。本年度新たな
試みとして、取り組んだ社
会奉仕事業の一環である
桜の植樹事業は無事終了
し、中長期ビジョンの策定

に向けた戦略計画特別委員会も設置いたしまし
た。また、ホームページをリニューアルし、会長
ブログも毎日とはいきませんが頻繁に更新させ
ていただいております。 
この後ロータリーの歴史を再認識する例会や女
性の目線からみた例会の実施、子供から見たこの
地域の未来像を探る例会等，まだまだこれから行
うことが多いと思いますので、気を引き締め残り
半年頑張りたいと思います。 
 
◇Ｓ.Ａ.Ａ               林孝二郎委員長  
会長、幹事、クラブ運営委
員会、事務局と連携して、
円滑な例会運営に努めまし
た。ゲストには例会を快適
に過ごしていただき、会員
との交流が進むよう配慮し
ました。例会卓話者の卓話
時間の確保を含め、例会進
行管理もおおむねうまくで
きたかと思います。会員相

互の交流が一層進むよう、抽選による席指定も 10
月から始めました。これからも月初めの例会で実
施していきたいと思います。あと半年になりまし
たが、引き続き、豊田、大澤両副 SAA と協力して
快適な例会づくりに努めてまいりますので皆様
のご協力よろしくお願いします。 
   
◇クラブ管理運営委員会     渡邉慎司委員長  

 
クラブ管理運営委員会
は鈴木親睦担当、倉島雑
誌担当、藤野プログラム
担当、平野姉妹クラブ担
当を中心に活動を行っ
てきました。 
 親睦担当として夏の
夜間例会を実施しまし
た。雨の関係でバーベキ
ューでは無くレストラ

ンでの例会になってしまいましたが、楽しい例会
になりました。本来ならば夜の親睦を行いたかっ
たので、下半期には事業を行いたいと思います。 
 アワーのプログラムとしては、講師をお呼びし
ての例会や、会員による例会を実施しました。下
半期は 8 回ありますので楽しみにして下さい。 
 また、委員については進んでタスキを掛け、ニ
コニコボックス及び出席発表も交代で行ってい
ただきました。 
 

◇会報 IT活用委員会       堀内正人委員長  
 
担当は週報とホームペ
ージの運営、例会卓話が
年 2 回であります。 
週報について 
・例年通り印刷物として
発行し、加えて本年度の
新たな取り組みとして
電子化(pdf)してクラブ
のホームページ上に掲
載をしております。 
・当委員会としては写真を撮って事務局にお渡し
しているだけでして、それ以外の全工程（卓話原
稿回収・週報データ作成・印刷・HP 掲載・例会配
布）を事務局荒井さんが一手に引き受けられてお
ります。今後を考えますと、この発行体制に関し
ては早急な議論、対策が必要かと存じます。 
ホームページの運営 
・「活動報告」と称して、毎週の例会の様子につ
いて掲載しております。 
・加藤会長には、大変お忙しい中「会長ブログ」
をほぼほぼ毎日掲載していただいております。 
・週報掲載も含めて報告事項の発信に偏っており
ますので、公共イメージ担当の委員会と連携して、
色々な予告や紹介を掲載できればと思います。 

 
 
 
 
 
 
 

≪ホームペ－ジロゴ≫ 
例会卓話 
・9 月例会卓話で栗坂副委員長のご勤務先の方に
卓話をいただきました。次回は 4 月となります。 

  



◇会員増強研修委員会       勝呂泰樹会員  
 
活動内容 
7/10 に阪中会員と根本会
員の新入会員オリエンテ
ーションを行いました。 
9/4 好きです！ロータリ
ー検定 をクイズ形式で
ロータリーについての勉
強会を行いました。 
 

今後の課題  
オリエンテーションで新入会員にロータリーの
組織をその日に説明するのは無理があると思わ
れるので、オリエンテーション当日は概略だけ説
明し、後日入会後に改めて研修を行ったほうが良
いのではと思います。 
 
◇職業奉仕公共ｲﾒ-ｼﾞ委員会   小林裕治会員  

大里委員長の≪代読≫ 
上半期は 2回の例会を担

当致しました。一度は木更
津地区安全運転管理者協
議会 伊藤会長、菅原事務
局をお迎えし、協議会の内
容、安全推進活動の説明を
頂きました。車を 5 台以上
保有する会社には安全運
転管理者が選任されてい
ますが、その方たちの活動
が具体的にご理解いただけたことと思います。 
もう一度は書道家 幕田魁心氏をお呼びし 

芸術活動にまつわるお話を頂きました。芸術性の
ある作品もお持ちいただき、普段では接点の少な
い活動に触れる時間を提供できたと思います。下
半期も異業種の方に卓話を頂き、様々な職業奉仕
に触れて行きたいと思います。 
 
◇社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会   塚本秀夫委員長  

 
上半期においては，例年通
り７月に太田山清掃を実施
しました。今回の特徴とし
ては，桜の植樹地点の周辺
の清掃を重点的に行ったこ
とです。そして，１１月１
３日には，地区補助金を活
用した事業である桜の苗木
の植樹を行いました。イン

ターアクトの方も参加していただき，未来に繋が
る活動になったと思いますし，植樹後は事務局で
手配した弁当を公園で食べて楽しいひと時を過
ごす場面もありました。この活動は地元の「新千
葉新聞」にも紹介されました。加藤会長の今年度
のテーマである「結」，地域と結ぶ，世代と結ぶ，
未来を結びぶ活動になったと思います。 
 下半期は，６月にオープン例会の形式での教育
講演会を予定しております。まだ手をつけてない
状態ですが，木更津東ロータリークラブ をより
認知してもらえるよう努力する所存です。 

 

◇青少年奉仕委員会       石田 亨委員長  
1．7 月 24 日の早朝例会での太田山清掃、インタ
ーアクトクラブ及びボーイスカウト・ガールスカ
ウトの参加 
2．8 月 6 日の第 53 回インターアクト年次大会 

 インターアクトの参加 
3．11 月 8 日～11 日 インターアクト国外研修 
 インターアクト 3 名参加 
4．11 月 13 日 太田山での桜の植樹 
 インターアクト 8 名参加 
上記の活動の支援を行いました。これからの予定 
 
5．12 月 21 日の歳末たすけあい募金活動 
 インターアクト・生徒会 21 名参加 
6．2 月 15 日～16 日 RYLA セミナーへの派遣及び
協力。インターアクト 5 名参加 

引き続き活動の支援を行っていきます。 
  
◇国際奉仕 R財団委員会     有島敏夫会員  

鶴岡委員長の≪代読≫ 
 
「国際奉仕ロータリー財
団委員会は本年度３つの
計画をいたしました。ひと
つめとして、卓話を実施す
ることです。この件につき
ましては過日の１１月２
７日に地区の副委員長の
北村様から詳細な説明を

いただき完了しております。ふたつめは米山奨学
生の世話クラブとして支援することです、こちら
につきましては吉田委員長と連携して推進して
いるところです。３つめは新たな国際奉仕の検討
を始めることです。こちらにつきましては中長期
戦略特別委員会と連携して検討を始めていると
ころです。以上により３つの計画は完了とともに
順調に進捗していることを報告いたします。」 

  
◇米山奨学会委員会        吉田和義委員長  
 
上半期は奨学会の趣旨を会
員の皆様に説明させていた
だくと伴に、奨学生の劉さ
んと地区のイベントに参加
して参りました。寄付金に
つきましてはお陰様で前年
なみの金額が集まりました
こと、感謝申し上げます。
下半期は劉さんと会員の皆様の交流がさらに密
なものとなるよう努力して参りますので、引き続
きご協力いただきますようよろしくお願いいた
します。 
 
 
 

 
 
 

点鐘 加藤智生会長 13:30 

本日のメニュ－ 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 


