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《コロナウイルス感染防止対策例会》

■司会進行 林孝二郎

SAA

◆メ－クアップ【敬称略】

◆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 32 名・欠席 14 名
◆出席率
78.04 %

・4/1 定例理事会
加藤智生・藤永範行・内田重・松岡邦佳
近藤直弘・佐藤丈夫・林孝二郎・塚本秀夫
・6/3 定例理事会
加藤智生・藤永範行・内田重・松岡邦佳
近藤直弘・佐藤丈夫・林孝二郎・塚本秀夫
・6/3 第 4 回被選理事会
加藤智生・松岡邦佳・近藤直弘・佐藤丈夫
◆前々回出席率 81.39 % 修正後出席率 83.72%
大里光夫・渡邉愼司・内田 重・林孝二郎
◆欠席者【敬称略】
藤永範行・堀内正人
嶋津正和・林田謙志・石井文子・叶川博章
宮寺順子・勝呂泰樹・鶴岡大治・中野麻美
藤野宏冶
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国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長リ－ 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

■米山奨学生カウンセラ－
感謝状贈呈

■会長挨拶・報告
加藤智生 会長

大澤藤満 会員
皆様。ご無沙汰しております。新型コロナウイルス
の影響で４月の第一例会以来の例会ですが、お元気
でいらしたでしょうか？千葉県に出ていた緊急事
態宣言も解除され、これから日常に進んでいくとこ
露でありますが、昨日は東京で新たに３４名の感染
者が増え、東京アラートが発動されました。北海道、
北九州に続き第２波が出てくる可能性がありまだ
油断はできない状況だと思います。
そんな中、本日、例会を再開させていただき、この
ように多くの方々に出席して頂いたことに感謝申
し上げます。
今回の新型コロナウイルスの流行は人類にとって
とても脅威になったものだと思います。それぞれの
事業所、家庭、日常生活じたいが世界中で様変わり
したということは、なかなか経験できるようなもの
ではなかったのでしょうか。しかしながらこうして
会員の皆様と元気よくお会いできたということは
不幸中の幸いともいえると思います。感謝したいと
思います。すでに会員の皆様にはご承知だと思いま
すが、５月１日に木更津東ロータリークラブとして
木更津市にマスクを１万枚寄付させていただきま
した。この状況下、少しでも社会貢献・奉仕活動が
できればと思い急でありましたが、実施させていた
だきましたことをご報告させていただきます。
今回このような形で今までにはなかった大きな局
面であるからこそ我々ロータリークラブの真価が
問われる時です。皆様のお力を今こそ集結し、地域
のために活動していきたいと思いますのでよろし
くお願いします。

■幹事報告

藤永範行 幹事

第 11 回定例理事会報告
① 6 月例会開催の件→承認
② 6 月第 2 例会日時変更の件→
承認
③ 木更津市マスク寄贈並びに
地区補助金申請に伴う補正予算
の件→承認
④ 2020 年 3 月・4 月分 収支
報告の件→承認
⑤ 2019-20 年度 仮決算報告
の件→承認
⑥ 退会届承諾の件→承認
・藤永範行会員・根本光宏会員
⑦ 新入会員入会承諾の件 →承認
・竹内正守様 日本製鉄㈱東日本製鉄所 労
働・購買部長
(栗坂さんの後任者 ７月８日以降入会予定)
⑧ 6 月第 3 例会時間変更会場移動の件→承認
⑨ 木更津市地域自立支援協議会「生活支援部会員
推薦」の件→承認
⑩ ロ－タリ－青少年交換生プログラムの案内の
件→なし
⑪ 2019-20 年度決議審議会クラブ提出決議案承認
の件→１件は承認なし。その他は承認されました。
1.幹事報告
1)本日は例会終了後、理事会が開催されますますの
で担当理事の出席をお願いいたします。なお、
次週 6 月 10 日(水)の例会アワ－は「次年度ア

ワ－」となっておりますので、次年度役員・委
員長におかれましては発表準備をお願いしま
す。
2)ガバナ－事務所より「ガバナ－月信 号外」が届
いておりますので回覧いたします。
3)R 財団統括委員会より「財団学友総会の延期につ
いて」が届いておりますので回覧いたします。
4) 会計理事より 2019-20 年度 仮決算報告(テーブ
ル配布)をいたします。
2.他クラブからのお知らせ
1）袖ヶ浦 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) 元会員 中嶋様より「転勤
ご挨拶状」が届いております
ので回覧いたします。
《佐藤丈夫会計理事》
2) 木更津市より「マスク寄贈のお礼」が届いてお
りますので回覧いたします。
3) 木更津市献血推進協議会より「令和２年総会資
料」が届いておりますので回覧いたします。
4)君津地方教育研究会より「令和２年度英語コンテ
スト中止のご案内」が届いておりますので回覧
いたします。
5)木更津市国際交流協会より「令和２年度理事会総
会資料」が届いておりますので回覧いたします。
6)かずさ市民応援団より「会員証等」が届いており
ますので回覧いたします。

■戦略計画特別委員会報告
林孝二郎 特別委員会委員長
1.中間報告の位置づけ
・アンケート結果から会員間に大きな意見の相違が
ない事項について決定し、次年度の活動計画、収
支予算書に反映させるため、中間報告書を作成す
る。
・中間報告案については、4 月 10 日付で会員に意見
聴取を行い、いただいた意見をもとに委員会で検
討を行い必要な修正を行った結果、5 月 27 日の理
事会において承認を得た。
2.中間報告
・会員相互の親睦および研鑽の場としての例会を
重視するとともに、地域での奉仕活動を活発化
する。
・会員の増強については、いたずらに会員拡大を
目指すのではなく、例会に出席できる人を条件
とする。会員数については 50 人の維持が当面の
目標。
・例会は、現在と同じく昼食時に開催する。
・姉妹クラブ坂出東ＲC との交流は節目の年の相
互訪問とする。
・会員への連絡手段について
経費節減、事務簡略化のため、原則メールを利
用する。ただし、メールを使わない会員もいる
ため、改めてメールかＦＡＸかの選択を各自に
求めて対応する。
・週報について
事務所の印刷能力から現在の方法を継続するの
は困難なため、経費面を考慮して週報の配信は
原則、ホームページ掲載を持って換えることと
する。なお、印刷された週報を希望する会員に
は、クラブ管理委員会が認めた場合、プリント
アウトした週報を提供する。週報の内容、ボリ
ューム、発行頻度等は当面、現状のままとする
が、担当委員会及び事務局の負担を軽減するた
め、クラブ管理運営委員会において引き続き改
善を検討していく。
・例会運営の改善について
4 つのテストの読み上げを実施する。
リーダーの先導で全員が復唱する方式。
皆が読めるように 4 つのテストを記載した紙を

ボード上に掲示する
食事の無駄をなくす努力を継続する
・社会奉仕活動について
活発化する方向は確認できたが、活動内容につ
いては今後さらに検討する。
・例会頻度について
月に 3 回とする意見が多いが、会員歴の違いに
よる意見の相違も大きいため、今後さらに具体
化に向けた検討を進める。
・例会長期欠席者について
例会を長期にわたり欠席している会員の処遇に
ついては様々な意見があり、今後さらに検討し
ていく。
◇ニコニコボックス
クラブ管理運営委員会
根本光宏 会員
・加藤智生 会長
１年間全うしたとは言えな
い１年でしたが、あと３回
の例会で会長職を終えるこ
とができます。会員の皆様
のおかげです。本当にあり
がとうございました。
・渡部和夫 会員
記念日にきれいなお花を頂きありがとうござい
ました。
■例会アワ－

「一年を振り返って」《クラブ協議会》
<司会> 藤永範行幹事
本日は 2019-20 年度を振り返って、会長及び各委員
会の委員長に発表して頂きます。
◇ 加 藤 智 生
会 長
《2019-20 年度 総括》
ご承知の通り新型コロナウイ
ルスの関係で今年度の終盤は
例会をはじめほぼ活動ができ
ない状況になってしまいまし
た。事業計画の段階で、様々な
計画をたて実施をする予定で
したが、今回の件で困難な状況
になってしまいました。例会ア
ワーにおいても女性会員によ
る女性から見たロータリーというものを題材とした例会
の実施。木更津東ＲＣの歴史を再確認する例会。インター
アクトの生徒さん達と「木更津の未来」をテーマにし、話
し合う例会の開催。２５００回目の例会。等々まだまだや
り残したことが多く志し半ばといったところでしょうか。
しかしながら新たな事業として太田山公園の桜の植樹事
業や、木更津市へのマスク寄贈などの奉仕事業を展開する
ことができました。
これも一重に会員の皆様のお蔭だと思います。
やり残したことは松岡年度に引き継ぎたいと思います。一
年間ありがとうございました。

◇林孝二郎

SAA
豊田、大澤両副 SAA の協力を得て、
円滑な例会運営に努めました。会
員同士の交流が進むよう、毎月の
第 1 例会では抽選で席を指定する
ことにし、実行することができま
した。例会時間の開始、終了等の
時間管理も皆様の協力を得て進め
ることができました。

【戦略計画特別委員会

委員長】

当委員会は加藤会長の命を受け 10 月に 9 人の委員と 3 人
のオブザーバーによりスタートしました。毎月 1 回のペー
スで 4 回の委員会を開催し、クラブの抱える課題の抽出と
対策の検討、会員アンケートによる会員意見の把握などを
行い、3 月までに中間報告案をまとめました。4 月には例
会アワーで中間報告案についての会員意見を伺う予定で
したが、新型コロナウィルスの影響で例会が中止になった

ため、メールと FAX での意見聴取となりました。
皆様から頂いた意見をもとに必要な修正を行い、5 月のク
ラブ理事会において中間報告として承認をいただきまし
た。なお、次年度には引き続き、社会奉仕活動の内容、例
会頻度など、残された課題について検討を進めていく予定
です。

◇渡邉愼司

クラブ管理運営委員長

クラブ管理運営委員会は例会の運営など１年間を通して
多くの仕事がありますが、やはりコロナウィルスの影響に
より、例会が無くなったりしたので空白が生じてしましま
した。そんな中でも、ニコニコボックスや出席報告も各委
員の間で積極的に行って頂きました。１年間を振り返る
と、前期は例年通り親睦事業としてまず納涼夜間例会を実
施しました。あいく雨により BBQ は実施できませんでした
が、室内でゆっくりと実施しすることができました。また、
クリスマス例会では早押しクイズを実施して、珍解答など
楽しい時間を過ごすことができました。また、例会アワー
を担当するプログラムでは、年間を通しての予定が有りま
したが、3、4、5 月と例会が無くなり藤野担当もガッカリ
していると思います。今年できなかった企画などは次年度
に引き継げればと思います。雑誌担当として月 1 回ロータ
リーの友の紹介をしています。担当の倉島さんが出席でき
ない時もペパーを用意して紹介することが出来ました。最
後に姉妹クラブとしてはこれと言った活動は有りません
できたが、今後も姉妹クラブとして坂出東ロータリークラ
ブとの交流を続けていきたいと思います。

◇堀内正人

会報・IT・活用委員長

本年度はホームページの全面リニューアルの実施と、例会
や事業の報告を中心とした毎週の更新作業、pdf 化した週
報の掲載が主たる活動となりました。
どういうわけか、ホームページにはコアなファンが付きま
して、更新を楽しみにしているという声をい点ではどれだ
けお役に立てたかはわかりませんが、コロナ自粛期間中も
ちょいちょい更新するなど楽しみながら取組んだ次第で
す。
週報のあり方や次年度以降の発行体制については「戦略計
画特別委員会」で議論された通りでありますが、今期は宣
言通り正規分の正規での発行を継続した結果、荒井さんに
は大変な苦労をおかけいたしました。この場をお借りして
感謝申し上げます。ありがとうございました。

◇内田

重

会員増強・研修委員長

今年度の事業運営全般的には、上半期は年間計画どおり順
調に推移したものの、下半期においては、コロナウイルス
蔓延防止のため、10 回の例会が休会となった。このよう
な異例の中においても当委員会は、会員の皆様のご協力に
より一定の活動成果を達成する事ができました。
１ 全員参加の会員増強
今年度は、退会５名、入会
５名で退 会者の内４名は企業
の人事異動に伴う発生で会員の
移動という位置付けで実質的な
退会者は 1 名と考えている。一
方入会者は、前述の異動以外純
然たる新会員は、中野麻美さん
と、石井文子さん
の 2 名を迎える事ができま
した。以上の事から年度末会員
は 46 名となり、会長目標の 50 名以上にはあと一歩と
なりました。
２ 例会アワーの開催

◇９月４日 研修担当の勝呂副委員長をリーダーと
して“好きです ロータリー”
「ロータリークイズ検定」を実施 ロータリー知識
を学びました。
◇11 月６日 会員増強担当の金見副委員長の提案で
2018 年度会員増強優秀クラブの市原 RC から万崎英
正様をお迎えし、会員獲得のノウハウや入会後の大
切なサポート等の話を伺いました。
◇１月 29 日 研修担当の勝呂副委員長の進行により
「ロータリーについて」テーブルディスカッション、
発表、ロータリー知識の発見と会員相互の親睦が図
れ
ました。
３ オリエンテーションの実施
◇７月 10 日 坂中昌司会員（大鳥ほけん） 根本光宏
会員（東京ガス）
◇１月 15 日 佐藤文夫会員（千葉銀行）
◇２月 19 日 中野麻美会員（なのはな保育園） 石井
文子会員（石井医院）
・会長よりロータリアンの心構えとなすべきこと、
委員会からはロータリーの
発祥から世界、日本、千葉の歴史と現状、及びロー
タリーの基本知識について
指導しました。

◇大里光夫

職業奉仕公共イメ－ジ委員長

本年度は４回の例会を担当致しました。１回目は木更津
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。
２回目は書道家 幕田魁心様をから芸術活動にまつわる
お話を頂きました。３回目は千葉県議会議員 高橋 浩様
からアクアライン８００円活動の経緯、木更津地区におけ
るインフラ整備予定に関してお話をいただきました。４回
目はアマチュア野球国際審判員 吉野弘則様よりアマチ
ュア野球国際試合の経験や、
「市民球団かずさマジック」
の審判をした際の経験談を交え社会人野球のお話もいた
だきました。未実施となりました２回の卓話者は、次年度
の職業奉仕担当者とも連携して開催を模索したいと思い
ます。
一年間有難うございました。

◇塚本秀夫

社会奉仕プロジェクト委員長

本年度は，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。また，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。これには，イン
ターアクトの方も参加してい
ただき，写真付きで「新千葉新
聞」にも紹介されました。１２
月には，青少年奉仕委員長の石
田さんが中心となって，インターアクトとともに社会福祉
タクシー
下半期は，２月５日に，木更津でボランティア活動に尽
力されている「勝手に木更津応援団」の団長の嶋田一彦さ
んをお招きし，ボランティア活動を成功させる組織づくり
について，ご自分の体験を踏まえて卓話をしていただきま
した。また，木更津図書館への７万円の寄贈については，
新型コロナで図書館長を招くことは困難な時期でしたの
で，４月８日に私が図書館に行って寄贈させていただきま
した。最後に有終の美として，６月にオープン例会の形式
での教育講演会を行うべく準備しておりましたが，新型コ
ロナが猛威をふるって開催ができなくなりました。以上，
振り返しまして，少し尻切れとんぼとなってしまいました
が，今年度の特徴としては，青少年奉仕委員会とコラボの
形で，いろいろな取り組みをさせていただいたということ
だと思います。それで，少しでも当クラブの認知度があが
ったのであれば，よかったと思います。

◇石田

亨

青少年奉仕副委員長

・7 月 24 日 太田山公園 早朝清掃ボランティア例会 イ
ンターアクト・ボーイスカウト・ガールスカウト 参加
・8 月 6 日 千葉スカイウィンドウズ東天紅 第 53 回イ
ンターアクト年次大会

インターアクト 4 名 顧問 1 名 参
加
・11 月 13 日 太田山公園に河津桜の
植樹例会インターアクト 8 名 顧問
1 名 参加
・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
・12 月 21 日 木更津駅西口・東口に
て「歳末たすけあい募金運動」実施
・生徒会・インターアクト 20 名 顧
問 1 名参加 募金総額 121，877 円
・2 月 15 日～16 日 岩井海岸 第 43 回 RYLA セミナー
インターアクト 3 名 参加
・3 月 10 日 インターアクト合同会議 中止
・4 月 26 日 ハイキング例会 中止
・5 月 27 日 インターアクト参加のディスカッション例
会 中止
活動方針及び活動計画に基づき 2 月までは目標を達成
できたと思いますが新型コロナウィルス感染拡大によ
り残念ながら 3 月からの予定が中止となってしまい、
特に若い人達がこの地域に対して何を考えどんな夢を
持っているのかを例会でディスカッション出来なかっ
た事が残念です。次年度、松岡年度においてぜひ実現
をお願いします。今期、スムーズに活動が出来たのも
クラブの支援があればこそでした。皆様のご協力に感
謝申し上げます。

◇鶴岡大治

国際奉仕・R 財団委員長

活動方針について、当初の方針に沿った活動をしました。
活動計画について
１.卓話を実施し会員各位の理解を高める
については、１１月第４例会時に地区財団副委員長をお
招きしての例会を開催し理解を高めました。３月第２例
会はコロナ過で中止となり卓話を実施することができ
なかった。
２.米山奨学生の世話クラブとしての支援
については、第１例会時に奨学生に奨学金を手渡すなど
計画に沿った支援を実施しました。
３.新たな国際奉仕の検討を始める
については、戦略計画特別委員会にやっていただくこと
になりました。

◇吉田和義

米山奨学会委員長

寄付金につきましては、皆様のご協力により目標を上回る
金額の寄付を頂戴することが出来ました。残念ながら、奨
学生との積極的な交流をカウンセラー以外にも広げてい
くと言う目標は一部未達となってしまいました。

点鐘

加藤智生会長 13:30

会長 13:30
本日のメニュ－
木更津「四季味宴席たく」
のお弁当です。
ホ－ル会議室までデリバ
リ－していただきまし
た。アワビがとても美味
しかったです！

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

