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ロ－タリ－は機会の扉を開く
第 ９ 回

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES
例会
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2020 年 10 月 7 日

祝賀会』

（水）

◆メークアップ【敬称略】
・１０/３諮問委員会
山田修平
・１０/５ＲＩＬ ＤＬ養成コース 山田修平
・１０/７第 4 回定例理事会
◆点鐘
松岡邦佳会長
松岡邦佳・加藤智生・渡邉愼司・
１２時００分
近藤直弘・佐藤文夫・山田修平・
◆国家斉唱
堀内正人・石田亨・吉田和義
◆Ｒソング斉唱「奉仕の理想」
◆出席
会員４４名
◆開会の辞
出席３３名
近藤直弘幹事
欠席１１名
◆出席率
８０.４８％
◆前々回出席率 ６７.５０％
◆修正後出席率 ６８.１８％

◆欠席者【敬称略】
石井文子・嶋津正和・鈴木秀幸・竹内正守・塚本秀夫・
中野麻美・林田謙志・渡辺元貴

◆四つのテスト
会員増強研修委員会
渡辺慎司委員長

ホームページ https://kisarazueast-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

■会長挨拶・報告
松岡邦佳会長
皆様こんにちは。
本日は 52 年前である 1968 年 6 月
26 日に親クラブである木更津ロー
タリークラブの協力により木更津
東ロータリークラブが創立され
てから第 2500 回目の例会を開催
することができ誠にうれしく思います。
この間袖ケ浦ロータリークラブの親クラブ
として設立の協力をし、坂出東ロータリークラ
ブと姉妹クラブ締結をするとともに、様々な奉
仕活動を行うことにより木更津地域では存在
感を示し、なくてはならないクラブになってい
ると自負しております。
また、木更津東ロータリークラブの例会はセ
レモニーは厳粛に、例会アワーは楽しくといわ
れこのような例会を 2500 回継続してきたこと
はひとえに会員全員の不断の努力があったか
らこそできたもので、会員の皆様に深く感謝申
し上げます。
とはいえ、2500 回は通過点であり、これから
も今まで以上の内容で例会を開催し活動をす
ることでこの地域に欠かすことのできない存
在として木更津東ロータリークラブが輝き続
けることを祈念して 2500 回例会の会長挨拶と
させていただきます。
本日も、これからも引き続きよろしくお願いし
ます。
■幹事報告

近藤直弘幹事

◇報告事項
1． 幹事報告
① 本日例会終了後、第 4 回
定例理事会を開催致します。
② 10 月米山奨学会への寄付金のご案内を
いたしましたが、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
お願いいたします。また、11 月にロー
タリー財団への寄付ご案内も予定して
おりますので何卒ご協力くださいます
ようお願い致します。
③ 公益財団法人、米山梅吉記念館より
『賛助会ご入会のお願い』が届いてお
りますので回覧致します。
④ かずさ市民応援団事務局より『第 91 回
都市対抗野球南関東大会の無観客試合
のお知らせ』が届いておりますので回
覧致します。
⑤ ＲＬＩ通信 2020 年 7 月号が届いており
ますので回覧致します。
2.他クラブからのお知らせ
①木更津ＲＣより『週報』が届いており
ますので回覧致します。
3.その他のお知らせ
特になし
4.回覧
・公益財団法人、米山梅吉記念館より『賛
助会ご入会のお願い』
・かずさ市民応援団事務局より『第 91 回都
市対抗野球南関東大会の無観客試合の
お知らせ』
・ＲＬＩ通信 2020 年 7 月号
・木更津ＲＣより『週報』

■ガバナー挨拶
国際ロータリー第２７９０地区ガバナー
漆原節子様

皆様こんにちは。今年度ガバナーを仰せつか
っております勝浦ロータリークラブ所属の漆
原節子と申します。木更津東ロータリークラブ
松岡会長をはじめ会員の皆様、本日は例会 2500
回記念式典をお迎えになりました事、心よりお
祝いを申し上げます。貴クラブは 1968 年に木
更津ロータリークラブをスポンサークラブと
して県内 39 番目のクラブとして設立されまし
た。会員数におかれましても本年 7 月の期首よ
りさらに増強され 8 月のデータとして 44 名と
承っており、また女性会員さんも７名いらっし
ゃいます。地区に対しましては毎年地区委員を
ご推薦頂き地区運営に対するご協力に感謝を
申し上げる次第でございます。実は先日木更津
ロータリークラブのガバナー公式訪問がござ
いました。その折に平野会長は子クラブの木更
津東さんに会員数も例会数も抜かれちゃった
のですよと少々嘆いていらっしゃいましたの
が印象に残っております。とにかく大変勢いの
ある木更津東さん、その要因はなんと申しまし
ても私の敬愛申し上げます山田修平パストガ
バナーの存在と思います。山田パストガバナー
の愛読書はロータリー章典と手続要覧を聞き
及んでおります。その勉強熱心でかつ真摯なお
人柄が木更津東さんの要となっているのでは
ないでしょうか。
さて松岡会長の今年度のユニークなクラブ
運営方針でございます「5C」と各委員会の活発
で具体的な運営方針には敬服いたします。特に
会員増強に関しましては増強チーム編集表を
打ち出し会員の皆さん一丸となって次の時代
への会員基盤拡大の熱い想いが伺われます。さ
らに貴クラブからは週報を毎回お送りいただ
いています。きちんとしたそして活気のある例
会の様子が紙面から滲み出ており、私の所属ク
ラブもお手本にしなければと思う次第でござ
います。
さて貴クラブのガバナー公式訪問は当初の
予定から変更延期となりまして 11 月 20 に富津
シティーさんと合同での予定となりましたそ
の折には多くの会員さんとお目にかかり色々
なお話を伺い出来ますことを楽しみにしてお
ります。３年後はクラブ創立５５周年をお迎え
になるとのこと、それに向けてクラブが一丸と
なられ地域や世界で良い事をするための益々
のクラブ活動の活性化を祈念申し上げお祝い
の言葉とさせていただきます。本日は誠におめ
でとうございました。

記念スライドショー放映（抜粋）

第 2500 回例会の
スライドショーは
渡辺慎司委員長が
作成して下さいました。
ありがとうございます！

■チャーターメンバー挨拶

有島敏夫会員

2500 回例会おめでとうございます。

1968 年 6 月 26 日に当クラブは創立されまし
た。2500 回目の例会は大きな節目です。創立時
から在籍している私にとっては、まことに感慨
深ものがあります。半世記を超えて 52 年間も
会員であり続けたのは、我ながらよくも続いた
ものだと思います。とにかく今日の 2500 回例
会を皆さん共々大いに祝福したいと思います。
チャーターメンバーは先頃まで綱島さん、角
井さん、横田さんが在籍しておられたのですが、
現在では私一人になりました。今ここに立って
いることは本当に有難いことで、生活にリズム
を与えて 88 歳の私を何とか元気にしてくれて
いるロータリーと会員の皆さんに改めて感謝
致します。
このロータリークラブに恩返しをしなけれ
ばと思っていますが、今の私に出来そうなこと
と言えば、特に新しい会員に当クラブの歴史を
伝えて、その中で当クラブの伝統とした現在の
クラブに生きてつながっているということを
話したい。今日は詳しくお話する時間がありま
せんが、三つほど考えられます。①木更津ＲＣ
から当クラブが子クラブとして創られた時、Ｊ
Ｃ出身者など若手が中心となって元気良くス
タートしたこと。②『楽しい例会づくり』が初
代会長からの歴史続くクラブの基本的な運営
方針となっていること。③進出企業などからも
多彩な人材が集まったこと。などです。
高度成長時代に 33 名の会員でスタートして
88 名まで増加しましたが、バブル崩壊で半減
しました。経済社会の変動に連動していま
す。現在の当クラブは約 50 名、男女老壮青の
構成バランスも良く、この間山田修平ガバナ
ーを輩出し、50 周年式典を盛大に挙行しまし
た。数々の活動実績を積み重ねて、地区内で
の評価も高いものがあります。本年度も松岡
会長は 5 つのＣの方針・・・
（Change,Cance,Challenge,Connection,Champ
ion）を揚げました。私達も力を合わせて何上
前進を目指したいと思います。
オールド・ロータリアンとして今後卓話の機
会が与えられましたら、先ほどちょっと触れた
クラブの歴史のほかにロータリーの『奉仕』に
ついて特に米山梅吉がはじめて日本に持って
きて、100 年を超える日本のロータリーに脈々
と流れているロータリーの奉仕の考え方や、ほ
かの奉仕団体とどこが違うのかなどについて
独断と偏見をかえりみずに話してみたい。その
際に私の印象に残っている先人の言葉なども
紹介したいと考えています。
最後に今日皆さんに改めて提唱したいのは
“ＥＮＪＯＹ ＲＯＴＡＲＹ”です。例会に出
席して人に会い、対話しながらおいしい食事を
楽しみ、卓話を聞く。仕事から離れた 1 時間、
これは貴重な時間です。リフレッシュして仕事
に戻る、この繰り返しが生活にリズムを与えて
心身の健康に役立つと思います。皆で“ＥＮＪ
ＯＹ ＲＯＴＡＲＹ”を続けましょう。
本日は 2500 回記念例会の貴重な時間をいた
だきありがとうございました。これからも頑張
りますのでよろしくお付き合いください。あり
がとうございました。

■委員会報告
記念祝賀会
◆ニコニコボックス
出席・ニコニコ・報告委員会 佐藤文夫会員
◆司会
近藤直弘幹事

■乾杯のご挨拶

■会長挨拶
松岡邦佳会長

加藤智生会員

◇有島敏夫会員
2500 回の例会を会員皆さんと共に祝福に、
当クラブが益々発展することを祈念しま
す。また本日はチャーターメンバーとして
挨拶の機会をいただきました。
◇山田修平委員長
木更津東ロータリークラブが例会を兼ねて
2500 回例会という大きな節目を迎え、その記
念すべき例会に出席でき感謝しています。お
めでとうございます。
◇松岡邦佳会長
2500 回記念祝賀会を開催できることを大変
うれしく思います。
◇角井一夫元会員
今回の 2500 回記念例会への御招きいただき
まして、ありがとうございました。
せっかく御招き頂きましたのに、出席できず
申し訳ございません。引き続き記念例会を目
指したクラブの発展と皆様のご健勝とご多
幸をお祈り申し上げます。

■締めのご挨拶

山田修平会員

◇渡辺慎司会員
祝 2500 回例会記念の映像を作成しましたが
期間短くちょっと適当になっていますが、あ
しからず・・・。
◇大沢藤満・阪中昌司・佐藤文夫・内田重・
叶川博章・内田稔・大里光夫・林孝二郎・
近藤直弘・小林裕治、千晃・大岩もえ・
坂井健司・田口理紗・宮寺順子・堀内正人・
鈴木克己・渡部和夫・倉島和広・平島秀和

【本日のメニュー】

皆様
◆閉式の辞
◆点鐘

松岡邦佳会長
松岡邦佳会長 １２時３０分
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