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2020 年 10 月 14 日
■司会進行

（水）

『アメリカ

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

内田重 Ｓ.Ａ.Ａ

シアトル

Ａ

セーフコーフィールド』

◆点鐘

松岡邦佳会長
１２時３０分
◆Ｒソング斉唱「我等の生業」
◆出席
会員４４名
出席３４名
欠席１０名
◆出席率
８２.９２％
◆前々回出席率 ７３.８０％
◆修正後出席率 ８５.７１％

◆欠席者【敬称略】
石井文子・嶋津正和・鈴木秀幸・金見和子・中野麻美・
林田謙志・吉田和義
◆メークアップ【敬称略】
・９/１０ クラブ愛好会総会
石田亨・加藤智生・鶴岡大治・金見和子・
林孝二郎・叶川博章・堀内正人・ 坂井健治・
渡部和夫・宮寺順子
・１０/７ 第 4 回定例理事会
松岡邦佳・加藤智生・渡邉愼司・近藤直弘・
佐藤文夫・山田修平・堀内正人・石田亨・
吉田和義
・１０/１４ プログラム委員会議
鶴岡大治・林孝二郎・田口理紗・渡部和夫・
大隅義一・椙山克己

撮影：叶川博章会員

2018 年

◆四つのテスト
会員増強研修委員会
鶴岡大治委員長

ホームページ https://isarazueast-rc.jp
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国際ロ－タリ－第 2790 地区
ＲＩ会 長
ホルガー・クナーク
地区ガバナ－ 漆 原 摂 子
ガバナ－補佐 窪 田 謙

ブから前田ガバナーを輩出したことで 2670 地
区の地区大会に参加させていただいたり、翌年
の 2018 年には当クラブの創立 50 周年に訪問し
てくださり、2019 年の坂出東ロータリークラブ
の創立 50 周年には多くのメンバーで訪問させ
ていただきました。
そしてその際先輩方が気軽に坂出東クラブの
メンバーと声を掛け合いお話をされていたの
を見て大変うらやましく思った次第でありま
す。
これからもこのような交流が続くことを祈
念して会長挨拶とさせていただきます。

◆誕生日祝い
・内田稔（10/1）
・佐藤文夫（10/3）
・椙山克己（10/7）
・宮寺順子（10/14）
◆結婚祝い
・佐藤文夫（10/3）

■幹事報告

■会長挨拶・報告

近藤直弘幹事

松岡邦佳会長
1.第 4 回理事会報告
出席者 9 名+事務局 1 名

皆様こんにちは。
まずは報告です。当初の年間計画から変更にな
っているところについて報告と再度確認させ
ていただきます。
来週 10 月 21 日 通常例会
10 月 28 日 休会
11 月 11 日の例会は 11 月 29 日に変更に
なって太田山公園で桜の植樹および姉妹クラ
ブ締結記念の支柱の建て替え、11 月 18 日の例
会は 11 月 20 日に変更になって富津シティとの
合同のガバナー公式訪問例会となります。
また、現在の事務局が手狭になってきている
こと、トイレが使えないということで事務局を
移転しようという話があります。事務局移転の
賛否・新事務局の候補がございましたら私また
は幹事宛にご連絡をおねがいします。
本日は姉妹クラブである坂出東ロータリー
クラブとの合同例会をリモートで行うことに
なりました。セレモニーは各クラブで行いこの
後 13 時からの例会アワーを合同で行う初めて
の試みです。
まずはこのような新しい試みに入念に準備
いただいた叶川委員長はじめとする委員会の
皆様、近藤幹事ありがとうございます。
いつものごとく私はリモートに関しましては
足を引っ張るだけの存在ですが、新しいことに
チャレンジということでうまくいくことを願
って開催することになりました。
坂出東ロータリークラブはアクアラインと瀬
戸大橋開通という縁で 1988 年 4 月 13 日に姉妹
クラブ締結をして今年で 32 年目を迎えており
ます。
昔は毎年のように訪問したり訪問されたり時
には第三地で会合をしたこともあったと聞い
ております。最近では 2017 年には坂出東クラ

◇審議事項
①2020 年 9 月度収支報告の件
➡承認されました。
②『桜の苗植え移動例会』11/11（木）か
ら 11/29（日）の日程に変更する件
➡承認されました。
③『坂出東ロータリークラブとの姉妹ク
ラブ締結記念支柱建て替えの件
➡承認されました。
◇報告事項
①10 月米山奨学会への寄付金のご案内を
致しましたが、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
願い致します。
2.幹事報告
① ガバナーノミニー・デジグネート
【2023-24 年度ガバナー】の公表があ
りましたので回覧致します。
② 坂出東ＲＣ山田様より木更津東ＲＣに
向けての文章を頂いておりますので
回覧致します。
3.クラブからのお知らせ
① 木更津ＲＣ・富津中央ＲＣ・君津ＲＣ
より『例会変更のお知らせ』が届いて
おりますので回覧致します。
② 富津中央ＲＣ・君津ＲＣ・袖ヶ浦ＲＣ
より『週報』が届いておりますので回
覧致します。
4.その他のお知らせ
特になし
5.回覧
・ガバナーノミニー・デジグネート【202324 年度ガバナー】の公表
・木更津ＲＣ・富津中央ＲＣ・君津ＲＣよ
り『例会変更のお知らせ』
・富津中央ＲＣ・君津ＲＣ・袖ヶ浦ＲＣよ
り『週報』
・坂出東ＲＣ山田様より『木更津東ＲＣに
向けての文章』

■委員会報告
■例会アワー
◆ロータリーの友 10 月号

叶川博章委員長
◆坂出東ロータリークラブとの
ＺＯＯＭによる合同例会
◇木更津東ロータリークラブの進行役
姉妹クラブ委員会
叶川博章委員長

◆ゴルフ愛好会

坂井健治委員長

◆ニコニコボックス
出席・ニコニコ・報告委員会 竹内正守会員

◇内田稔会員
10/1 で 77 歳になりました。これからもよろ
しくお願いします。
◇椙山克己会員
10 月 7 日、お誕生日祝いを頂きありがとうご
ざいます。78 回目です。

コロナ禍の中、各ロータリークラブはオンライ
ンによる会合が盛んに行われるようになって
います。当クラブも姉妹クラブである坂出東ロ
ータリークラブとのＺＯＯＭによる合同例会
を行いました。両会長と姉妹クラブにゆかりの
ある会員それぞれ 2 名が交互に挨拶するという
形でエールの交換をしました。初めての試みと
いうことで改善の余地はありますが、和やかな
雰囲気の中、各会員のユーモアあふれる挨拶は
進行し、あっという間に 30 分が経過し無事合
同例会は終了しました。これを機に両クラブと
も年に 1 回は実施したいですねとの声が多く聞
かれました。
御挨拶を頂いた皆様は以下の通りです。
（挨拶順、敬称略）
◇坂出東ロータリークラブの進行役
姉妹クラブ委員会 植條敬介委員長

◇宮寺順子会員
本日、無事 62 回目の誕生日を迎えることが
出来ました。ロータリーの皆様と一緒に楽し
いひと時を過ごすことが出来て幸せです。こ
れからもよろしくお願いします。
◇佐藤文夫会員
大変キレイなお花をありがとうございまし
た。これを機にまた新たに楽しい人生を送り
たいと感じました。PS、自分の妻のお父さん
（義理の父）が坂出出身なので何かしらのご
縁を感じます。但し自分は香川県に行ったこ
とはございませんが・・・。
◇叶川博章会員
本日は坂出東ＲＣとＺＯＯＭによる合同例
会を行います。準備では近藤会員、藤野会員
に大変お世話になりました。また、本日ご挨
拶を賜ります松岡会長、大沢会員、坂井会員
よろしくお願い致します。

◇木更津東ロータリークラブ会長
松岡邦佳様

◇坂出東ロータリークラブ会長 平田孔司様

◇木更津東ロータリークラブ

◇坂出東ロータリークラブ

前田直俊様

大澤藤満様
【木更津東リモート風景】

◇坂出東ロータリークラブ

新谷五十雄様

【坂出東リモート風景】

◇木更津東ロータリークラブ

坂井健冶様

◆点鐘

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス

松岡邦佳会長 １３時３０分

eastkisarazu-rc@nifty.com

