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■司会進行

内田 稔 副Ｓ.Ａ.Ａ
Ａ

◆点鐘

松岡邦佳会長
１２時３０分
◆Ｒソング「我等の生業」
◆出席
会員４１名
出席３８名
欠席 ６名
◆出席率 ９２．６８％
◆前々回出席率 ８１．３９％
修正後出席率 ８９．４７％
◆欠席者【敬称略】
石井文子・嶋津正和・林田謙志
◆四つのテスト
会員増強・研修委員会
山田修平委員長
ホームページ
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◆メークアップ【敬称略】
・７／１ 第 1 回定例理事会
松岡邦佳・加藤智生・渡邉愼司・大里光夫
近藤直弘・塚本秀夫・佐藤文夫・渡辺元貴
山田修平・堀内正人・石田 亨・吉田和義
・７／３ クラブ会計監査
山田修平・加藤智生・佐藤文夫
・７／４ 地区諮問委員会
山田修平
・７／５ 会計監査
加藤智生・山田修平・佐藤文夫
・７／６ 地区研修委員会
山田修平
・７／６ 袖ヶ浦 RC ご挨拶
松岡邦佳・近藤直弘
・７／８ 新会員オリエンテーション
松岡邦佳・近藤直弘・山田修平・小林千晃
有島敏夫・大澤藤満・鈴木正弘・鈴木秀幸
堀内正人
・７／８ 新旧理事会
林孝二郎・内田 重・鶴岡大治・加藤智生
渡邉愼司・松岡邦佳・近藤直弘・佐藤文夫
大里光夫・山田修平・堀内正人・石田 亨
吉田和義
https://kisarazueast-rc.jp

国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
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ホルガー・クナーク
漆 原 摂 子
窪 田 謙

■ゲストのご紹介

松岡邦佳 会長

◇袖ヶ浦ＲＣ会長 勝畑元宏様
◇袖ヶ浦ＲＣ幹事 橋本郁男様
◇袖ヶ浦ＲＣ会長

勝畑元宏 様

皆さんこんにちは。
袖ケ浦ＲＣからきました
今年度会長を務めさせて
いただく勝畑と申します。
先ほど松岡会長が７年と
申していましたが私もち
ょうど１年違いで８年目、
まさか会長なんてなると思わずいたら会長に
なったと、なおかつコロナのすごい時期になっ
てしまいました。本来袖ケ浦ＲＣでこの６月に
ハワイで国際大会があって、山田パストガバナ
ーもおそらく行く予定だったのではと思いま
すが、袖ケ浦ＲＣ２７名中１１名で飛行機ビジ
ネスクラスを１年前から予約して、高級なコン
ドミニアムを予約して、ゴルフ場を予約してい
ましたが、バッチリ全額お金は返ってきました。
ということで非常に遊び好きな袖ケ浦ＲＣで
して、今度何して遊ぼうかと考えています。こ
の木更津東ＲＣは袖ケ浦ＲＣの親クラブであ
り私どもは子クラブでありますが、それ以外で
もこちらのクラブには山田修平パストガバナ
ーはじめ、非常にＲＣ活動に力を与えてくださ
った会員が大勢いる素晴らしいクラブです。私
たち袖ケ浦ＲＣとしては常に学ばせていただ
いて、なおかつ一緒に成長していきたいと考え
ています。本日コロナの最中ですけど、是非と
もこちらにお邪魔したくて伺わせていただき
ました。また一年間よろしくお願いします。ま
た袖ケ浦ＲＣにもぜひとも夜、いつできるかわ
かりませんが夜やっていれば足を運んでいた
だいて親交を深めていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。
◇袖ヶ浦ＲＣ幹事

橋本郁男 様

袖ケ浦ＲＣの橋本と申
します。今年度幹事を務
めさせていただきます。
皆さんよろしくお願いし
ます。立派な挨拶は会長
に任せて私は、変わらず
態度がでかい会長幹事コ
ンビでおして回りたいと考えていますので、皆
さんお引き回しのほどよろしくお願いいたし
ます。
■新入会員・入会式
紹介者 渡辺元貴 Ｓ.Ａ.Ａ
① 新会員紹介
② ロータリーの目的・四つのテスト贈呈
③ ロータリーピン贈呈
④ 援助会員指名
松岡邦佳 会長
⑤ 推薦者挨拶
⑥ 新会員挨拶
⑦ 委員会配属発表

堀内正人 会員
竹内正守 会員
近藤直弘 幹事

竹内正守新会員の配属委員会は、出席・
ニコニコ・報告委員会、会報・ＩＴ活用委
員会となります。

■新入会員挨拶

竹内正守 新会員

皆さんこんにちは。ご
紹介いただいた竹内です。
出身は四国の高知県でご
ざいまして、大学から東京
に出ています。大学時代学
生プロレスをやっておりま
して、後楽園ホールを貸し切って試合をしてい
ました。基本性格はおとなしいですが、リング
に上がる時には性格が変わります。１９９２年
に新日本プロレスに入ろうと思ったら間違え
て頭を打って新日本製鐵に入りました。仕事に
ついては原料の鉄鉱石の購買を長いことやっ
ております。
ブラジル、カナダ、アフリカ、中東に出張し
ていますが、仕事柄華やかな場所ではなく、鉱
山やジャングルを駆け回っていました。製鉄所
は兵庫県姫路の広畑、室蘭、そし今年の３月ま
で釜石におりました。昨年のラグビーワールド
カップにおいて、震災を乗り越えてあの地で開
催できたことは良い思い出です。製鉄所地域の
皆様と一体になって活動していくことが大事
だと思っていますので、こういったロータリー
の活動を通して皆様と交流させていただきな
がら勉強させていただきたいと考えています
ので、誠によろしくお願いします。
■会長挨拶・報告

松岡邦佳

会長

皆様こんにちは。本日は
袖ヶ浦ロータリークラブの
会長の勝畑様、幹事の橋本様、
当クラブの例会にお越しいた
だきありがとうございます。
私と近藤幹事で月曜日、袖ヶ浦ロータリークラ
ブにご挨拶に伺いました。当日は新入会員を迎
えられ出席率も高く和気藹々と例会が進行し、
なかなか楽しい例会でした。特に夜間例会は楽
しいので是非一度例会にお邪魔してみてはい
かがでしょうか。
本日は私がロータリークラブにいる理由に
ついてお話させていただきます。ロータリーに
入っている理由は奉仕活動をしたい、知り合い
を増やしたい、仕事を増やしたいなど人それぞ
れだと思います。私はどちらかというと修練色
が強いと思っています。ロータリーでいろいろ
な職場や立場をやらせていただくことで時間
や日程を調整したり、行事を準備することで段
取りを学んだり、それぞれの立場で発表する機
会があったり、物事を順序だてて進めていく経
験は私が仕事をしていくうえで大変役に立っ
ております。
また、ロータリークラブに入って多くの方々
の進め方や話し方を見ることで大変参考にな
り良いやり方を自分に取り入れることができ、
悪いやり方は反面教師にすることもできるか
らです。
経験を積み、それを自らの仕事に生かすとい
うことができるのが私がロータリーを続けて
いる大きな理由となっています。
どんな役職も新しい発見があり経験を積む
ことができます。せっかくの機会ですので是非
いろいろな役職をうけて自分の経験にしてい
ただければと思います。

■幹事報告

近藤直弘

幹事

◇第一回理事会報告
審議事項
① 太田山清掃早朝移動例会、
日程変更及び企画書につ
いて➡承認されました。
② ７月２９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。
③ 国連支援募金箱より『薬物乱用防止のチャ
リティーボックス』回覧について➡承認さ
れました。
報告事項
四つのテストを毎週例会で発表すること
になりました。
（毎週事前に担当へ連絡）
７月８日のみ研修委員が担当します。
1. 幹事報告
・ ガバナー事務所より『ロータリーの友事
務所運営に関して』ご案内が届いており
ますので回覧いたします。
・ 2019-2020 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。
・ 八剱八幡神社社務所より『お祭りについ
て』のご案内が届いておりますので回覧
いたします。
※中止になったので今年は寄付しません。
・ 木更津市交通安全推進協議会より『令和
２年度木更津市交通安全推進協議会理事
会及び総会』の会議資料が届いておりま
すので回覧いたします。
2.他クラブからのお知らせ
特になし
3.その他のお知らせ
週報の今後の在り方
4.回覧
・ガバナー事務所より『ロータリーの友事務
所運営に関して』ご案内
・2019-2020 年度『地区大会記念誌』
・八剱八幡神社社務所より『お祭りについ
て』のご案内
・木更津市交通安全推進協議会より『令和２
年度木更津市交通安全推進協議会理事会及
び総会』の会議資料
■委員会報告
◇ゴルフ愛好会
第４回加藤会長杯が
７月１４日(火)に、亀山
湖カントリークラブで行
われます。

坂井健治 会員

◇雑誌姉妹クラブ委員会
叶川博章 委員長
ロータリーの友７月号を
紹介いただきました。
◇ニコニコボックス
出席・ニコニコ・報告委員会
阪中昌司 会員

・堀内正人 会員
竹内正守様のご入会を心より歓迎いたし
ます。本年度は職業奉仕・公共イメージ委員
会を仰せつかりました。よろしくお願いいた
します。
また昨年度に引き続き、2790 地区『国際ロータ
リーのロータリー財団委員会』に出ます。頑張
ってきます。
・叶川博幸 会員
入会３年目に突入しました。今回、雑誌姉妹
クラブを担当させて頂く事になりました。チー
ムのメンバーは大先輩ばかりで恐いですが宜
しくお願い致します。
・金見和子 会員
今年度、親睦委員長を勤めさせていただきま
す。宜しくお願い致します。
・大岩もえ 会員
本年度、青少年奉仕委員会の委員長を努めて
させていただきます。よろしくお願いします。
・小林千晃 会員
本年度、会員増強・研修・退会防止委員会の
委員長の大任を仰せつかりました。一年間精進
してまいりますので、宜しくお願い致します。
・荒井直美 会員（旧事務局）
本日は最後の引き継ぎに出席させて頂きま
した。又美味しいオークラのランチも楽しみに
来ました。ヒマにまかせて夏バージョンのマス
クを作ったら、仲間内で好評を得ましたので、
ネットで販売をしています。もしよろしければ
ご用命お待ちしております。１枚６００円で
す！！

■例会アワー

近藤直弘 幹事

◇ＳＡＡ
渡辺元貴 Ｓ.Ａ.Ａ
皆さんこんにちは今年度 SAA の大役を仰せつ
かりました渡辺元貴でございます。副 SAA に内
田稔会員と内田重会員で勤めて参りたいと思
います。SAA というのは会場監督だそうでござ
いますけれども松岡会長にですね。5C ですね、
チェンジ・チャンス・チャレンジ・コネクショ
ン・チャンピオンこれをしっかり頭に入れなが
ら皆さんがお越しになられて木更津東クラブ
で良かったなと思えるような運営をお助けし
ていきたいと思います。ソーシャルディスタン
スと言うことで少し距離が空いておりますけ

れどもテーブルがちょっとさみしくなっちゃ
うなという気がいたしますのでそういった設
えをやっていきたいと思います。よろしくお願
いいたします。
◇クラブ管理運営委員会 大里光夫 委員長
本年度クラブ管理運営委
員会委員長を勤めさせてい
ただく大里光夫です。クラブ
管理運営委員会自体は５つの
委員会の統括と言うことで全
体を見ながら例会を主体としながら親睦を含
めて一年間楽しく明るく例会を開催していけ
るようにしていきたいと思います。一緒に運営
を見ていただく小委員会の委員長として、渡邉
会員・金見会員・鶴岡会員・叶川会員・藤野会
員でして、松岡会長の意向で同じ会員が２つの
委員会に所属するというような形をとってい
ますが、できる限り一年間で多くのことを経験
してもらいたいと考えていますので、会員間で
お声がけをしてサポートしていきたいと考え
ています。

◇プログラム委員会
鶴岡大治 委員長
皆さんこんにちはプログ
ラム委員会の鶴岡でござい
ます。６名の委員で１１回
の例会を担当させていただ
きます。面白くて為になる
例会を作り上げていかなけ
ればいけない、大変な重責でございます。基本
的に６名でお一人２回ずつやっていただこう
という風に思っていますが今日初めて委員の
方にもお話しします。ご自分でしゃべっても結
構です。当クラブの会員にしゃべってもらって
も結構です。外部の方から人を呼んでいただい
ても結構です。お一人２回ずつ例会を担当して
ください。次回の７月１５日はじめの担当でご
ざいます。わたくしが私自身で話します。木更
津のタイムリーな話「オスプレイと自衛隊の基
地」と言うことで次させていただきます。委員
の皆様ぜひご協力よろしくお願いします。
◇雑誌姉妹クラブ委員会

渡邉愼司 委員長
出席ニコニコ報告委員会
委員長の渡邉でございます。
本年度から新しく設置され
た委員会になります。先ほ
ども阪中さんが発表してい
ただきましたようにニコニ
コと出席の報告の管理をしていきます。出席ニ
コニコのメンバーは会報と全く同じメンバー
になりますので、どっちの仕事をするかとても
難しいんですけど、なるべく入ったメンバー全
員が、本日入った竹内さんも含めて報告の仕方
を覚えてもらって、なるべく月に一回は報告で
きるようにしていきたいなと考えています。こ
れから毎月どれくらいニコニコがあったかと
いうのも集計していきたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。

叶川博章 委員長
雑誌姉妹クラブ員会を担当
させていただきます叶川です。
まず雑誌の方なんですけど
私も３年目に入ったところで
お世辞にもロータリーのこと
分かっているとは言えない
状況ですので自分も含めましてロータリーの
友を通じまして国内外におけますロータリー
活動で興味深い話題を紹介していくことで皆
様と情報の共有化を図っていきたいと考えて
います。姉妹クラブの方ですけど３２年間に及
ぶ姉妹クラブとしての歴史があり、非常に良い
関係で来ております。今年度もこの良き関係が
更に強化になるように活動していきたいと考
えています。最後になりますが雑誌姉妹クラブ
委員会の委員の皆様、足立さん・大森さん・坂
井さん・豊田さん・渡部さん、大先輩の皆さん
私にとっては操縦不可能な状況でございます
がよろしくお願いいたします。

◇親睦委員会

◇会報・ＩＴ委員会

◇出席ニコニコ報告委員会

金見和子 委員長

皆さんこんにちは。親睦
員会の金見でございます。
宜しくお願いします。会員の
皆様の絆をはかり、皆様を大
切にし、会員の皆様との相互
理解と親睦をより一層深めることができるよ
うに活動に取り組んでいきたいと考えていま
す。活動計画につきましては前年と同様と考え
ています。今、女性の会員の方が大変多くなり
ましたので、やはり夜間例会・家族例会に力を
入れて取り組んでまいりたいと考えています。
もう一点は会員の方の出席率がなかなか上が
らないので会員の皆さんにお声がけをしてい
く活動にも取り組んでいきたいと思っていま
す。一年間よろしくお願いいたします。

藤野宏治

委員長

会報・ＩＴ活用委員会の藤
野でございます。当委員会で
は週報の作成及びホームペー
ジの管理をさせていただきま
す。週報を作成することによ
り、出席した会員にはまとめとして、残念なが
ら欠席した会員には例会の内容が確認できる
ようにいたします。また、ホームページにアッ
プすることにより、外部にもＲＣの活動を告知
していきたいと考えています。当委員会の委員
は、ＲＣ歴の浅いメンバーで構成されています。
週報を作ることで委員会メンバーが、入会して
３年目の私も含めて、ＲＣ活動の理解をより深
めて行きたいと考えています。

◇会員増強・研修委員会 山田修平 委員長
◇会員増強研修退会防止委員会
小林千晃 委員長

本年度松岡会長は№１のクラブを目指す言
われています。№１とは、様々な分野が有ると
思いますが、会員数も大切な要素の一つだと思
います。
木更津東ロータリークラブは、2020-21 年度
は４３名の会員でスタートしました。年度スタ
ート直後に、堀内会員の紹介で竹内正守会員が
入会され、会員数４４名になりました。
直近のガバナー月信には、本年５月末現在の
各クラブの会員数が掲載されています。第５グ
ループの７クラブ中、会員数が最も多いのは君
津ロータリークラブの５３名です。木更津東ロ
ータリークラブは、同日現在４３名ですから、
１０名少ない状況でした。地区内では千葉ロー
タリークラブが１００名ですから、一気に地区
内の№１は難しいかもしれませんが、第５グル
ープ内の一番は、皆さんのお力で成し遂げられ
るかも知れません。
地区内のビック３クラブは、千葉ＲＣ、成田
ＲＣ、成田コスモポリタンＲＣですが、一時期
成田コスモポリタンＲＣが千葉ＲＣを抜いた
ことがありました。これは偶然の結果ではなく、
成田コスモポリタンＲＣが、会員数で千葉ＲＣ
を抜こうと計画されたとの噂を耳にしました。
そして、全会員で会員増強にあたった結果だと
思います。
この事態を重く見たのでしょうか、今度は千
葉ＲＣが２年前の 2018-19 年度に８５名でのス
タートでしたが、なんと１００名のクラブを目
指そうと大きく方針転換しました。これも直接
聞いたわけではありませんが、どうも本当のよ
うです。そしてその年度の５月末に１０２名に
達しました。2019-20 年度は９６名でのスター
トでしたが、７月末日から現在まで１００名の
会員数を維持しておられます。
このように、他クラブの実例を話しましたが、
会員全員の行動にかかっていると認識して頂
きたいのです。私は入会して何年間かは、新会
員に誘っては断られ、又断られしていました。
その頃は、自分は会員増強には向いていないの
かな、等と思ったものです。しかし、何とか会
員増強をすることが出来ました。中には他クラ
ブの会員が話をもってきてくれた例もありま
した。

木更津東ＲＣでは、過去最大の会員数は８８
名でした。皆さんが心して会員増強にあたれば、
第５グループ内で一番になることは勿論、市区
内№１も夢ではないかも知れません。
過去のクラブ活動計画書から抜粋した資料
を作成して、びっくりしたことがあります。そ
れは、大森裕資会員がなんと２３名の推薦者に
なっておられることです。次いで山田会員が６
名、金見会員が５名、豊田会員と加藤会員がそ
れぞれ３名の推薦人になっておられます。鈴木
正弘会員、平野会員、坂井会員、松岡会長がそ
れぞれ２名の推薦人になっておられます。渡部
会員、内田稔会員、大澤会員、内田重会員、渡
辺元貴会員、林孝二郎会員、吉田和義会員、堀
内正人会員がそれぞれお一人の推薦人になっ
ておられます。
このことを発表するかどうか悩みましたが、
クラブ活動計画書は、全会員に配布され、その
計画書に記載されている物をまとめたもので
すから、思い切って発表することにしました。
会員増強は、全会員がやらなければ実りません。
会員増強委員会はお手伝いはしますが、推薦者
は会員です。本年度は全会員を入会順に７グル
ープに分けさせて頂きました。各グループで２
名を目標に会員増強にあたって下さい。全グル
ープが１名ずつ増強して頂けると、５１名の会
員数になります。２名ずつ増強して頂くと５８
名になります。もう少し頑張れば、君津ＲＣを
抜いてグループ№１に返り咲くことが出来る
かもしれません。誰かがやってくれるだろうで
なく、私がやります、と決心して下さい。
会員増強は行動を起こさなければ実現しま
せん。何人にも声を掛けて下さい。皆さんは仕
事関係や友人関係で素晴らしい方とお付き合
いしておられると思います。いかに多くの方に
声を掛けるかに掛かっています。
本年度は本気になって会員増強にあたって
下さい。そしてグループ№１を目指しましょう。
◇職業奉仕・公共イメージ委員会
堀内正人 委員長
商業奉仕・公共イメージ
委員長を仰せつかった堀内
でございます。一年間よろ
しくお願いいたします。
委員長が私で委員が豊田
さんと鈴木秀幸さんです。
よろしくお願いします。ロータリーの職業奉仕
は五大奉仕の２番目にあげられているのです
が、私としてはまだ考えがまとまっていません。
昨年地区委員に出向しておりまして話題とし
て出すとやっかいだなと言うのが、一つは財団
への寄付についてどう思うかと言うことと、も
う一つはこの職業奉仕の考え方についてかな
と思っています。どちらもとてもじゃないけど
受け入れられない原理主義者のような方がい
て、しかもどれが正しくてどっちが間違ってい
るか結論が絶対に無いやっかいな話題が商業
奉仕かと思っています。ただ、本年度の漆原ガ

バナーは話を伺う限りでは商業奉仕にはかな
り柔らかい考えをお持ちの方なのかなと思っ
ています。ですのでうちのクラブでも色々な方
をお招きしてお話を聞きながら、職業奉仕につ
いて考えて行くというような一年で考えてい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
◇社会奉仕プロジェクト委員会
石田亨 委員長
皆さんこんにちは、社会
奉仕プロジェクト委員長を
受けました石田です。活動
方針なんですけどロータリ
ーの五大奉仕３番目の社会
奉仕では、ロータリアンが
地元地域のニーズに取り組み長期的な改善を
もたらすために、地域の人々と共に活動をしま
す。ということなんですけども、去年から太田
山を桜でいっぱいにしようと言うことで始め
ました。今年の社会奉仕委員会のプロジェクト
では、これを継続して太田山をきれいにしてい
きたいと考えています。まず、７月１９日に早
朝例会、これで太田山の清掃活動を行います。
去年植えた桜が一応ちゃんと根付いてきれい
になってきています。これを継続すれば、木更
津東ＲＣがやっているという、地域に貢献して
いるということが形として見えてくると思い
ます。これは、１年２年では見えてこない話な
ので会員の皆さんに手伝っていただいて、あっ
太田山が変わったぞと言う感じにしていきた
いと思います。今年１年頑張りますので皆さん
よろしくお願いします。ありがとうございます。
◇青少年奉仕委員会
大岩もえ 委員長
青少年奉仕委員会を担当
させていただくことになり
ました、大岩です。２年目
なんですけど前年度は石田
さんに頼りっぱなしで、更
にコロナの関係で後半は活
動がほぼなくなってしまったこともあって、ほ
ぼ分からない状態で委員長をやらせていただ
くことになりました。同じ委員会の人には迷惑
をかけることも多いと思いますが協力してい
やっていただきたくお願いします。活動方針と
しましては次世代を担う青少年の健全育成と
地域社会の貢献を図ることを目標とし、地域・
地区・委員会と連携しながら更に発展していけ
るように活動していきたいと思っております。
活動計画につきましては前年度と同様なもの
を考えています。以上です。よろしくお願いし
ます。

◇国際奉仕・ロータリー財団委員会
吉田和義 委員長
国際奉仕・ロータリー財
団委員会の委員長を勤めま
す吉田です。今年は委員が
足立さん嶋津さんと渡部先
輩となっています。今日は
私座る席を失敗したなと思
いました。あまり足立先生と
お話しすることがなかったのでこっちに座れ
ば良かったなと、来週から隣にビタッと張り付
いてですね、色々ご指導仰ぎたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。去年も米山って
ことで寄付をたくさん集めますって言ったら、
袖ケ浦さんは去年こられていた小川ガバナー
さんが大笑いされていたのを覚えています。今
年は財団の寄付を集めなければいけないかな
と思って、集めろよという会長の意思だと受け
取っております。よろしくお願いいたします。
◇米山記念奨学会委員会
倉島和弘 委員長
最後になりましたけど
倉島でございます。今年
度は米山記念奨学会委員
長ということで拝命いた
しました。何分自分が理
解が浅いものですから今
度の７月１８日でしたか
研修会というものがある
と聞いておりますのでそこに参加して、少しで
も勉強してこようと思います。今年度は奨学生
がいないということなので、その分規模的には
楽かなあと思っておりますが、活動方針として
は米山記念奨学会の意義や歴史について会員
の理解を深め協力をお願いしてまいります。活
動計画としては米山奨学会の理解を深める例
会をします。２つ目として寄付金一人２万円の
目標を定め、寄付をお願いしてまいろうと思い
ます。以上です。

◆点鐘

松岡邦佳会長

１３時３０分

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

