
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 林孝二郎 SAA 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆Ｒソング「手に手つないで」 

 
◆出席     会員 46名 
  出席 35名・欠席 11名 
 
◆出席率    81.39 % 
 

◆メ－クアップ【敬称略】  
・6/16 ゴルフ愛好会  

渡邉愼司・叶川博章・石田 亨 
鈴木秀幸・堀内正人・坂井健治 
加藤智生・金見和子・鈴木克己 
林孝二郎・宮寺順子・渡部和夫 
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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 
 

今年度例会最後のご挨拶  
【2019-20年度 加藤智生会長】 

国際ロ－タリ－ 

◆前々回出席率 78.04 %  修正後出席率 78.04% 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・金見和子・林田謙志・宮寺順子 
塚本秀夫・中野麻美・阪中昌司・石井文子 

前回第 33 回例会週報において、出席報告に
間違いがあり以下のように訂正いたします。 

◆前々回出席率 52.50 %  修正後出席率 70.00% 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・金見和子・林田謙志・宮寺順子 
藤野宏冶・中野麻美・阪中昌司・石井文子 
大澤藤満・田口理紗・鶴岡大治・根本光宏 



◆誕生祝  
3/15 吉田和義・3/20 大澤藤満・4/12 鈴木正弘・4/28
大岩もえ・5/16 足立宗禅・5/28 藤野宏冶・6/15 大里光
夫 

 
 
 

 
■例会場へのお礼     加藤智生会長 

 
■会長挨拶・報告     
加藤智生会長 
本年度最後の例会
となりました。 
先週もお話ししま
したが、まだまだお
伝えしたいことが
ある中、最後の挨拶
です。 

最後は渡邉芳邦さんのお話しをさせて頂きます。皆様
ご承知の通り現木更津市長です。出会ったのは今から
２５年前くらいになります。商工会議所青年部に誘っ
てくれたのがきっかけです。その後青年会議所にも誘
っていただきましたし、以来とても様々な場面で大変
お世話になっています。今日はその中の一つ青年会議
所での出来事を話させていただきます。 
この木更津東ロータリークラブは青年会議所のＯＢも
多いですし、私も何回かお話しさせていただいていま
すので、お分かりになる方も多いと思いますが、青年
会議所は上下関係が厳しく、特にかずさ青年会議所は
体育会系をとおりこして軍隊だなんて呼ばれていまし
た、というのは前にもお話しさせていただきました。
青年会議所では当たり前なのですが、運転手謙かばん
持ちというのがあります。一般にセクレタリーという
ものですが、例えば理事長には必ず専務理事というの
がついて、理事長の運転手ですし、かばん持ちをしま
す。ブロック会長もそうですし、日本の委員長なんか
も必ず運転手謙かばん持ちのセクレタリーが着きます。
私は二年間渡邉芳邦さんのセクレタリーをしました。
それこそこの二年間は、女房にあうより芳邦さんに会
っている方が多いくらい毎日のように行動をともにし
ていました。でもそのセクレタリーには大きな利点が
あって一緒に行動を共にすることで高いレベルの人た
ちと知り合いになり、様々なものを学べることができ
る。人間的にすごくすぐれている人、経営力がとても
ある人、政治家として地域のために頑張っている人な
ど、様々な分野で活躍している人とお友達になれると
いう特権があるのです。 
色々な人たちと出会うことができました。 
話は変わりますが青年会議所は４０歳で卒業です。卒
業式にはその年卒業するメンバーのために様々な催し
をしてくれます。その中の一つで、当時はもう卒業し
ていた渡邉芳邦さんから手紙を頂きました。その手紙
を本日は読ませていただきます。 

■幹事報告                  藤永範行幹事 
1) 本日は今年度最終の例会となります。新年度の第１

例会及び第 1回定例理事会は７月 1日(水)に開催
されます。 

2.他クラブからのお知らせ 
1）木更津東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 
◇先日ご逝去された横田秀介もと会員の奥様より 
ご挨拶状の紹介がありました。    坂井健治会員 

 
 
 
◇ゴルフ愛好会            坂井健治会員 
6 月 16日 「木更津ゴルフクラブ」に於いて第３回加藤

会長杯が催行されました。 

「第３回加藤会長杯」表彰式 
優勝者 渡邉愼司会員 

≪優勝スピ－チ≫ 
若い同行メンバ－３人にめぐまれ、優勝することがで
きました。次回はハンデが上がるので優勝はムリかと
思います。      【於；木更津ゴルフクラブ】 

≪ 成  績 ≫ 
★優勝  渡邉愼司会員    HD １８ 
☆２位  叶川博章会員    HD ２７ 
☆３位  石田 亨会員    HD １６  
☆４位  鈴木秀幸会員    HD １８ 
☆５位  堀内正人会員    HD １６ 
☆６位  坂井健治会員    HD ３０ 
☆７位  加藤智生会員    HD  ９ 
☆８位  金見和子会員    HD ２８ 
☆９位  鈴木克己会員    HD ２５ 
☆10位  林孝二郎会員      HD １９ 
☆11位  宮寺順子会員    HD ３０ 
☆12位  渡部和夫会員    HD ２５ 
 
■ニコニコボックス  クラブ管理運営委員会   
鈴木秀幸会員・田口理紗会員・根本光宏会員 

 
・加藤智生会長 
 4/13分、結婚祝いのお花をいただきありがとうござ

いました。そして 1年間ありがとうございました。 
 

 



・鈴木正弘会員 
 4月 7日の結婚記念日には素敵な花束をありがとうご

ざいました。また 4 月 12日誕生日のお祝いをいただ
きありがとうございます。 

・足立宗禅会員 
 誕生日祝いを有難うございました。満 87歳となりま

した。 
・山田修平会員 
 5月 5日結婚記念日にクラブから花束を頂きました。

51回目になりましたが家内共々後期高齢者になり、
余生を楽しみたいと思います。ありがとうございま
した。 

・内田 稔会員 
 4/16 結婚記念日のお祝いを頂き有難うございまし

た。 
・坂井健治会員 
 4月 12日、きれいなお花をいただき有難うございま

す。なんとか努力をして 14年たちました。すべては
子供のおかげです。９歳になりました。 

・大澤藤満会員 
 人生、やり残した 10年を仕上げにチャレンジ始めま

した。ボ－と生きてはいられません。 
・藤野宏冶会員 
 誕生日祝い有難うございます。今年はコロナ自粛で

家で母に祝っていただきました。私の翌日誕生日の
愛犬ロッキ－と私の名前の入ったケ－キを頂きまし
たが母は、犬の年齢は正しいのですが、私の年齢は
間違えて記入していました。 

・叶川博章会員 
 お花を有難うございました。43年もたったのかとゾ

ッとしました。 
・大岩もえ会員 
 誕生祝い、結婚祝いとありがとうございました。 
・藤永範行幹事 
 今年は大変お世話になりました。幹事としてはいた

らない事ばかりでしたが、加藤会長のご指導のおか
げでなんとか務めることができました。今年度は今
までの歴史にない困難なクラブ運営だったと思いま
すか、皆様の寛大なお心で支えて頂きありがとうご
ざいました。 

【別紙 退会挨拶】 
 業務がとても繁忙となり今年度で退会いたします。

入会して 5年と 9カ月となります。木更津から離れ
るわけではありませんので街で見かけたら「やあ」
とお声がけいただけますと嬉しいです。大変お世話
になりました。 

・勝呂泰樹会員 
 9年間、この木更津東 RCでお世話になりましたが、

本日をもって退会させて頂くことになりました。詳
細は例会アワ－でお話させていただきます。本当に
ありがとうございました。 

・根本光宏会員 
 木更津東 RCの一員だった事を忘れることなく、心に

銘じておく所存です。今日まで本当に有難うござい
ました。 

・荒井直美 事務局 
 とうとう、私にとって最後の例会を迎えてしまいま

した。長い間大変お世話になりました。ありがとう
ございました。 

・林孝二郎 SAA 
 1年間 SAA務めさせていただきました。ご協力ありが

とうございます。又結婚記念の花束を頂きました。
数えれば 49回目の記念日でした。来年は金婚式、大
きな花束を期待しています。 

・渡邉元貴 直前会長 
 今年度も 1年間ありがとうございました。次年度は

SAAという大役ですが、楽しくやらせていただきま
すので宜しくお願いします。 

・渡邉愼司 クラブ管理運営委員長 
 クラブ管理運営委員長として、1年間お世話になりま

した。また、昨日の加藤会長杯ゴルフコンペでは優
勝することができました。次回もがんばります。 

【別紙】 
 荒井さん長い間、事務局を務めて頂きご苦労様でし

た。相当大変だったと思います。 
・鈴木秀幸 クラブ管理運営副委員長 
 1年間親睦担当を務めさせていただきました。ほとん

ど何もできなかったので、次はもう少し頑張りたい
です。ありがとうございました。 

・堀内正人 会報 IT 活用委員長 
 本年度は会報 IT活用委員会の委員長として 1年間大

変お世話になりました。カメラの腕は全く上がるこ
となく終わることになってしまいました。また初め
て地区委員に出向した 1年でもありました。地区財
団委員会は 3年縛りとなっておりますので、来年度
も引き続き宜しくお願い致します。 

・内田 重 会員増強研修委員長 
 会員増強・研修委員会委員長を務めさせていただき

ました。1年間有難うございました。 
・大里光夫 職業奉仕委員長 
 皆様のご協力を得まして。無事職業奉仕委員長を務

めることが出来ました。有難うございました。 
 【別紙】 
 51歳になりました。昨年より誕生日に母親にプレゼ

ントを渡すようにしました。親子関係が最近良好で
す。 

・鶴岡大治 国際奉仕委員長 
 久々の出席が嬉しいです。昨日は議会でゴルフに参
加できず残念でした。次回は参加します。お役に立
たない委員長でした。1年間お世話になりました。 

・石田 亨 青少年奉仕委員長 
 1年間青少年奉仕委員会の活動に協力いただき、あり
がとうございました。次年度社会奉仕プロジェクト
委員会では、早速太田山清掃活動を実施しますので
参加協力を宜しくお願いします。 

・吉田和義 米山記念奨学会委員長 
 おかげさまで、米山も無事に努めることができまし
た。誕生日と込みでニコニコを入れさせていただき
ます。 

・清水真由美 事務局 
 7月から正式に事務局として独立します。皆様には
色々とご迷惑をおかけする事があるかと思いますが
頑張っていきますので、これからも宜しくお願いし
ます。荒井さん最後までとても優しくして頂き本当
にありがとうございました。 

 
■例会アワ－ 
    クラブ管理運営委員会         

司会 松岡会長エレクト 
本日は退会者の方のご挨拶です。 
 
◇退会ご挨拶・勝呂泰樹会員 
 
この度、残念
ながらこの
木更津東ロ
ータリーク
ラブを退会

させていただくことになりました。
新型コロナウイルスの影響もあり、
患者数も減り大変な状況になって
きました。現在医療機関現場はど
こも大変な状態になっている状況です。いつ終わりが
くるのかわからない状態と感染リスクの高い職場での
張りつめた空気は精神的にも堪えてきます。 
今回の件で病院自体のやり方を変えて行かなくてはい
けないと感じております。自分の幹である歯科医院の
仕事に当面は集中したいため退会をさせていただくこ
とにいたしました。約 10年近くお世話になり、自分自
身を成長させてくださったこの木更津東ロータリーク
ラブを離れることは大変名残惜しいですが、今まで本
当にありがとうございました。 

藤永範行会員 

今年度で退会することになり、私自身非常にさみしく
感じています。ワタナベメディアに来て 8 年目となり
ます。そして 5 年 9 か月前に木更津東ロータリーに浅
野さんの紹介で入会させていただきました。ワタナベ



はご存じの通り、実質は一度倒産
した会社です、それを回復させる
為に私は転籍してきました。最初
は製造の部長、そして生産管理部
長が兼務となり、管理部の責任者
も兼務となりましたが、営業の売
上げが伸びないため、東京営業の
営業及び管理業務が追加され、本
社の営業部長兼務となり自分は何

者かと自問自答することも多くなりました。より業績
を回復させるため、今まで以上にすべての活動を強化
し会社に貢献するためにこの度退会を決めた次第です。
木更津から消えていなくなる訳ではありません、会社
が本当に安定し私に余裕が出来たら是非戻ってきたい
と思っています。しばしのお別れと思っていただけま
すと幸いです。 
 
・根本光宏会員 
本年度、クラブ管理運営委員の根
本で御座います。 
２０１９年７月に当クラブに入会
させていただき、僅か１年間でし
たが、皆様には大変お世話になり
ました。２０１５年経済産業省よ
り分社化を義務づける法改正案が
示され、２０２２年４月までに、その組織変更を求め
られておりまして、木更津市高柳の事業所は保安・サ
ービス・緊急対応業務残るものも、自治体をはじめと
した広報公聴活動業務は千葉市に集約し、千葉県全体
を担務することになりまして、本年６月末をもって退
会させていただきます。木更津東ロータリークラブの
方々には公私ともにお世話になりました。みな様と共
に活動させて頂いた経験は、私の人生の中で大変貴重
な財産となりました。この経験を糧に今後の人生を歩
んでまいります。結びになりますが、弊社東京ガスを
引き続きご愛顧いただけますよう改めてお願い申し上
げますと共に、長きにわたり本当にお世話になりあり
がとうございました。 
 
・荒井直美事務局 
今年度、６月末付で事務局を退局
いたします。また、永い間、会員
の皆様には大変お世話になり、心
から感謝申し上げます。思い返せ
ば、2004-05 年度 鈴木義久会
長・坂井健治幹事の年からお世話
になりはや、今年度で１６年目で
す。色々な事が走馬灯のように思い出されます。今と
なりましては、充実した楽しい思い出ばかりです。そ
れと同時に、いやいや、１６年間事務局で凄く苦労し
たなぁとかストレス満載だったなぁとか嫌なことを思
い出そうとしたのですが、その嫌なことはなかなか思
い出せず、充実した楽しい思い出だけです。ここで、
ちよっと、長年やってきた事務局の仕事にたいして思
うことを言わせて下さい。事務局の仕事は、会員さん
からは、すべてが見えてない仕事です。皆さんが思っ
ている以上に大変な仕事量と責任を一人で背負ってい
ます。それは、毎年クラブ人事構成が変わり、会社で
いう上司が毎年入れ替わるのと同じだからです。指示
箇所が明確でなく、結局すべの事を事務局が把握しな

ければいけない
のです。結果すべ
てのことをこな
していくために
は、かなりの時間
が必要かと思い
ます。これからの
会長・幹事そして
委員会の皆様、何
卒、新事務局の清
水さんへの温か
いご支援を心よ
りお願いいたし
ます。 

そして、また、なにかのチャンスがありましたら是非
お声をかけていただきたく思います。１６年間楽しか
ったです！最後に、このわがままな事務局を温かく見
守って下さった会員の皆様に心より感謝申し上げてお
別れの言葉とさせていただきます。有難うございまし
た。 
 
◇幹事退任のご挨拶  藤永範行幹事 
今年度で退会することになり、私自身非常にさみしく
感じています。ワタナベメディアに来て 8 年目となり
ます。そして 5 年 9 か月前に木更津東ロータリーに浅
野さんの紹介で入会させていただきました。ワタナベ
はご存じの通り、実質は一度倒産した会社です、それ
を回復させる為に私は転籍してきました。 
最初は製造の部長、そして生産管理部長が兼務となり、
管理部の責任者も兼務となりましたが、営業の売上げ
が伸びないため、東京営業の営業及び管理業務が追加
され、本社の営業部長兼務となり自分は何者かと自問
自答することも多くなりました。 
より業績を回復させるため、今まで以上にすべての

活動を強化し会社に貢献するためにこの度退会を決め
た次第です。木更津から消えていなくなる訳ではあり
ません、会社が本当に安定し私に余裕が出来たら是非
戻ってきたいと思っています。しばしのお別れと思っ
ていただけますと幸いです。 
 
◇1年を振り返って          加藤智生会長 
先日も少しお話ししましたが、まだまだやりたいこと
があったなというのが印象です。木更津東ＲＣの歴史
も改めて有島さんに聞きたかったですし、女性陣がロ
ータリーのことをどのように思っているのかも聞きた
かったし、インターアクトの生徒さん達と木更津の将
来についてとことん話し合いたかったですね。 
ハイキング例会も近年は矢那の散策でしたが木更津駅
の周辺のハイキングも考えていましたし、市長さんに
来ていただき対談もしたかったですね。残念です。 
本年度は９月に台風１５号、１０月に台風１９号と大
きな災害があり、まだ終息はしていませんが、今年の
３月くらいから新型コロナウイルスということで、と
ても災害の多い年度でした。３月・４月・５月とコロ
ナウイルスの影響で、例会を中止させていただきまし
たが、第５グループの中には台風の時にも例会を中止
したクラブがあり大変だったと思います。 
あらためて長として例会を行うか否か、事業をするか
しないかの判断をする難しさは特に勉強させていただ
きました。その時様々な先輩方にご相談させていただ
き、アドバイスを頂いたことをこの場を借りて御礼申
し上げます。 
木更津東ロータリーの歴史上一番例会を中止にした会
長というレッテルが着いた会長職でした。でも１年を
通して強く思ったのは、「会長職はたのしかったし楽だ
った」というのが印象です。自分の思うように人事を
組み、自分がしたい事業方針・事業計画を立てたらあ
とはすべて委員長・副委員長の皆様がやってくれる。
会長は挨拶だけをすれれば良い。こんな楽しいことな
かなかないでしょう。 
是非機会がありましたら会長をやって頂きたいと思い
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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