
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 
  

ホームページ https://isarazueast-rc.jp 

◆点鐘  松岡邦佳会長    
１２時３０分 

◆Ｒソング斉唱   
「手に手つないで」 

 

 

■司会進行          内田 稔ＳＡＡ 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   松 岡 邦 佳 
幹  事   近 藤 直 弘 
編  集   藤 野 宏 治 

2020-21 年度 

-- 

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 

2020年 12月 16日

（水） 

◆出席 会員４３名 ◆出席率    ７６.９２％ 
出席３０名 ◆前々回出席率 ７５.００％ 
欠席１４名 ◆修正後出席率 ８２.５０％ 

◆欠席者【敬称略】      
石井文子・叶川博章・嶋津正和・鈴木秀幸・
田口理紗・竹内正守・塚本秀夫・林田謙志・
藤野宏治・大森裕資・椙山克己・鈴木克己・
平野秀和 

◆メイクアップ【敬称略】 
 ・１２/１６ 奉仕活動内容検討小委員会 
    石田 亨・吉田和義・大岩もえ・加藤智生・

堀内正人・林孝二郎 
 ・１２/２０ ２０２０-２１年度地区奉仕セミナー 
    堀内正人 
 

OF EAST KISARAZU  
●例会日 毎週水曜日 PM12:30～1:30 ●例会場 オ－クラアカデミアパ－クホテル TEL 0438-52-0111 
●事務局 木更津市東中央 3-5-2 第 2 三幸ビル 101 TEL 0438-25-0716  FAX 0438-25-0718 

THE WEEKLY NEWS 

2020-21 年度国際ロ－タリ－テ－マ 

ロ－タリ－は機会の扉を開く 

第 １８回 例会 NO.2509 

   

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

 

◆誕生日祝い    ◆結婚記念日祝い 
・鈴木秀幸（12/10） ・宮寺順子（11/24） 
・小林裕治（12/13） ・塚本秀夫（11/24） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B9%25E3%2583%259E%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588.net%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fchristmas_wreath.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fxn--eckva4aab4g4gsde.net%2Fkawaii%2Fchristmas-wreath%2F&tbnid=2QY-TXBICEGeQM&vet=12ahUKEwj7gozCkN7tAhUcKqYKHdFhBgUQMyghegUIARDjAQ..i&docid=y5gmM_V04mn7tM&w=350&h=310&q=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&ved=2ahUKEwj7gozCkN7tAhUcKqYKHdFhBgUQMyghegUIARDjAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sozailab.jp%2Fdb_img%2Fsozai%2F36606%2F4cd8d8d899a9841f9067ee43076a46ef.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sozailab.jp%2Fsozai%2Fdetail%2F36606%2F&tbnid=bIv2EqsLu_aLZM&vet=12ahUKEwi9gZ_Bkt7tAhUFAKYKHZdaD_8QMygcegUIARDiAQ..i&docid=tWf3XwN6W0QbBM&w=640&h=554&q=%E3%83%88%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&ved=2ahUKEwi9gZ_Bkt7tAhUFAKYKHZdaD_8QMygcegUIARDiAQ


◆四つのテスト   
会員増強・研修委員会   

林孝二郎会員 
 
 
■会長挨拶・報告      松岡邦佳会長  
１２月になりました。 

先週の水曜日第５グループ 
の会長幹事会が開催され、 
近藤幹事とともに出席しま 
した。 
会長幹事会は第５グループ 
（木更津・上総・富津中央・ 
君津・袖ケ浦・富津シティ）の７クラブの会長
幹事とガバナー補佐が出席する会議で通常年
４回開催されており、今回は３回目の会議とな
りました。 
今回の議題は来年１月３０日に開催されるイ
ンターシティーミーティングに関して、その開
催の可否を含め議論が行われました。本年度は
参加者を各クラブ１０名程度として開催する
ことになりました。後ほどご案内をいたします
ので出席よろしくお願いします。 
 また、現在地区内で議論のあるグループ再編
成とガバナー補佐選任問題について議論させ
ていただきました。そもそも変更することに反
対のクラブや、変更することはやむを得ないが、
もう少しメンバーの意見を聞いてからが良い
のではという意見が多数を占めている感じで
す。正直誰か良識がある人がうまく仲介しない
と２７９０地区自体が崩壊する危険を感じて
います。 
 
■幹事報告         近藤直弘幹事 
 
1.幹事報告 
①今年の例会は今回が最後 
の例会となっております。 
来年は１月６日（水）が 
新年初例会（通常例会） 
となっておりますので、 
お間違えのないようにお 
願いいたします。 
 

②事務局の年末年始は１２月２６日（土）～
１月３日（日）までお休みとさせて頂きま
す。 

 
③来週のクリスマス例会は中止となりました
ので、来週の例会はありません。 
 

④１２月３０日（水）は法定休会となってお
ります。 
 

2.他クラブからのお知らせ 
① 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致します。 
 
② 上総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 
・富津中央ＲＣより『例会変更のお知らせ』 
・上総ＲＣより『週報』 
※来年１月３０日（土）にＩＭ時間変更の
案内を致します。 

 

■委員会報告  
 
◆ゴルフ愛好会      坂井健治委員長 
１２月２２日に第２回松 
岡会長杯をカメリアＣＣ 
で開催します。 
表彰式を２３日に開催す 
る予定でしたが休会にな 
ったので、１月６日に開 
催します。 
 
 

◆ニコニコボックス 
 出席・ニコニコ・ 

報告委員会  
佐藤丈夫会員 

 
◇小林裕治会員 
 先程は皆様でバースデーソングを歌って下
さり有難うございました！ 
嬉しかったです！ちなみに藤永（元）会員
も私と同じ日の誕生日で、当日はお互いに
お誕生日メッセージをメールで送り合いま
した。 

 
◇宮寺順子会員 
１１月２４日の結婚記念日には、きれいな
お花を頂きありがとうございました。 
また１２月２日には次男に２３００ｇの小
さなベイビーが誕生しました。２人の孫の
バーバになれました。感謝です。 
 

◇渡辺慎司会員 
今シーズンはレンコンが不作で皆さんにお
分けする程収穫できません。来シーズン期
待して下さい。 

 
◇石田 亨会員 
 新千葉新聞でうちの会社の記事が掲載され
ました。新型コロナウイルスの影響で売り
上げが落ちてしまい、木更津市限定です
が、園芸の宅配サービスを始めましたの
で、よろしくお願いします。 

 
◇大里光夫会員 
 クラブ管理運営委員会の大里です。上半期
中ご協力有難うございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いつも会長の横に飾られている花は、 
毎週渡辺元貴会員から寄贈されてい 
るものです。 
素敵なお花をありがとうございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-box.jp%2Fdb_img%2Fsozai%2F00009%2F91702%2Fwatermark.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.illust-box.jp%2Fsozai%2F91702%2F&tbnid=iMY5NZtnx2rs_M&vet=12ahUKEwiv5_e-lN7tAhVVfHAKHUfOD6AQMygkegUIARDvAQ..i&docid=nCyTcHZ-gLf4lM&w=1480&h=1110&q=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%B8%A6%20%E7%84%A1%E6%96%99%20%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%82%8C&ved=2ahUKEwiv5_e-lN7tAhVVfHAKHUfOD6AQMygkegUIARDvAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdata.ac-illust.com%2Fdata%2Fthumbnails%2F64%2F644caa5ff1e3ae07e414b40192f47807_t.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.silhouette-ac.com%2Fcategory.html%3Fsw%3D%25E3%2582%25B4%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2595%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2596&tbnid=-HUgqGVBs-cPeM&vet=10CEAQMyjqAWoXChMI6ObS3ZPe7QIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=cyrIcK5Ogk6WWM&w=340&h=340&q=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&ved=0CEAQMyjqAWoXChMI6ObS3ZPe7QIVAAAAAB0AAAAAEAM


■例会アワー    
司会進行：近藤直弘幹事 

 
『上半期を振り返って』  

 
◆松岡邦佳 会長 
上半期を振り返ってということ 
ですが、コロナの関係で思うよ 
うに活動できない中、近藤幹事 
・これから発表される各委員長、 
そして木更津東ロータリークラブの全メンバ
ーのおかげをもって特段問題なく活動を継続
できました。ありがとうございます。下期も
コロナに負けず一生懸命活動をしていきます
のでよろしくお願いします。 

 
◆渡辺元貴 ＳＡＡ   
ＳＡＡは内田両先輩にお助けい 
ただき、また会員の皆様にご協 
力いただきありがとございまし 
た。松岡会長の５Ｃを意識しま 
した。今期より点鐘後に４つのテスト唱和が
始まりました。テーブル席の調整、検温など
コロナ対策にもしっかりご協力いただきまし
てありがとうございました。後半もこの調子
で、変化に順応しながら務めさせていただき
ます。 
 
◆大里光夫 クラブ管理運営 

委員長 
上半期の例会運営はコロナ感染 
症の影響で５日間ほど中止とな 
りました。不規則な例会開催の 
中、５つの委員長の皆様工夫をして運営いた
だけたと思います。親睦例会が出来なかった
ことは非常に残念ですが、諸準備をしたこと
はこれからの例会運営に役立つことと思いま
す。詳細は各委員長から説明いただきたいと
思います。 

 
◆渡辺慎司 出席・ニコニコ・ 

報告委員長 
当委員会は、阪中会員、佐藤会 
員、中野会員、石井会員、竹内 
会員の協力の下活動してまいり 
ました。本年度から新たにできた委員会です
が、阪中会員と佐藤会員を中心に、会場入り
口での検温や、出席・ニコニコ報告を毎回実
施しています。発表者も毎回出席できないメ
ンバーが出席した場合は、報告をしてもらっ
ています。ニコニコボックスですが、当初予
算７０万円に対して、１２月９日現在で、３
８８千円と半期としては、多くのニコニコを
頂きました。今後も皆さんに積極的に活用し
てもらいたいと思います。 

 
◆金見和子 親睦委員長 
コロナの影響で納涼会が中止に 
なり、１２月の夜間例会に関し 
ても大里さんと煮詰めて煮詰め 
て準備して、女性の皆さまにも 
ご協力頂けるということで盛り上げていこう
と思っていましたが、やはりコロナの感染拡
大ということで中止になり大変残念でした。 
反省点としては、７月の夜間例会のバーベキ
ューの時に、ホテルが準備した食材を購入し
てご自宅で料理して頂ければと思いましたが        

出来ませんでした。また、１２月の夜間例会
の予算が６万円あったので、通常例会で皆さ
んにお花のプレゼントできればと思いました
が、時間の経過とともに消えてしまいまし
た。消える話ばかりで寂しいので、コロナも
今後消えていくと嬉しいかなと思います。今 
後ともご協力よろしくお願いします。 

 
◆鶴岡大治 プログラム委員長 
プログラム委員会の鶴岡です。 
年当初は１１回の担当でしたが 
１１月１１日が変更となり１０ 
回となりました。これまでに４ 
回が終了いたしました。今後６回の予定をお
伝えして中間報告といたします。次回は１月
６日です。毎年恒例であります、足立ＯＢ会
員による「今年の運勢」の卓話を予定してお
ります。２月３日は大隅義一委員担当です。
小林裕治・千晃会員の卓話を予定していま
す。３月１０日は渡部和夫委員担当です。坂
井会員の奥様の卓話を予定しています。４月
２１日は椙山克己委員担当です。５月１２
日・６月２日は新入会員による卓話を予定し
ております。中略、それでは５月１２日は佐
藤丈夫会員による卓話を予定させていただき
ます。 

 
◆叶川博章 雑誌・姉妹クラブ委員長 
ある日、松岡会長から電話を頂きました。来
期、雑誌と姉妹クラブの委員長をお願いしま
す。何にもやることないから大丈夫と。嘘つ
きです！最初の例会で「ロータリーの友」の
紹介の日、コロナの影響で「ロータリーの
友」の配布が遅れて配布が当日会場でという
ことになりました。１時間早く会場に行き
「ロータリーの友」を必死で読み（この雑誌
は本当に読みづらい）何とか発表に漕ぎ着け
ました。会長にも幹事にも来週でいいからと
いう優しさはないものかと思いました。そし
て姉妹クラブです。７月に坂出東クラブロー
タリークラブに挨拶文を送りました。これで
姉妹クラブのお役目は終わったと思っていま
した。ところが、ズームでの合同例会をやる
ことになりました。近藤幹事、藤野会員のご
協力のお陰で無事実施することができまし
た。が、何もやることはないんじゃなかった
っけ？次は姉妹クラブ締結記念の支柱の立て
替えです。豊田会員、渡部会員、石田会員、
そして忘れてはならない内田重会員のお力添
えにより立派な支柱に立て替わりました。
が、何もやることはないんじゃなかったっ
け？やはり松岡会長は結果的には嘘つきで、
めちゃぶり大王です。しかしです、雑誌担当
になり、正直ろくに読んだことのなかった
「ロータリーの友」をじっくり読むようにな
ったお陰で少しはロータリーの事が分かって
きました。松岡会長のお陰です。有難うござ
いました。姉妹クラブの事もズーム合同例会
と支柱の立て替えを実施したことにより、坂
出東ロータリークラブの事や姉妹クラブ締結
に至った経緯などを知る良い機会となりまし
た。松岡会長のお陰です。有難うございまし
た。ということで、下期も頑張っていこうと
思います。 
 
 
 

叶川会員が欠席のため、 
豊田文智会員が代読して 
下さいました。 
 
 
 
 



◆藤野宏治 会報・ＩＴ活用委員長 
会報・ＩＴ活用委員会は委員メンバー皆で
協力していただき、毎例会の週報作成の資
料写真を準備し山川さんに作成をしていた
だいています。今年はデータでの週報がメ
インとなっていますので、枚数制限無く掲
載できます。時間の都合で全部発表出来な
い場合でも原稿は全て掲載可能ですので思
いの丈を存分に発表いただけるようになっ
ています。また、今年の週報は表紙をＲＣ
メンバーの海外・国内を問わない旅行で撮
影した写真を使用しています。メンバー皆
様の写真のご提供をお願いいたします。 

 
◆山田修平 会員増強・ 

研修委員長 
クラブの再編成に関しては、大 
変なことになっています。ガバ 
ナーの権限等について色々なご 
意見を頂いておりますが、規約上は問題な
いことになります。一番苦労しているのは
ガバナーです。多くのクラブは納得してお
りますが、そうでないクラブもあります。
ガバナーを応援しておりますので宜しくお
願いします。会員増強に関しては小林会員
に発表して頂きますので宜しくお願いしま
す。 

 
◆小林千晃 会員増強・研修・ 

退会防止委員長 
会員増強研修退会防止委員会の 
委員長を仰せつかっております 
、小林千晃でございます。コロ 
ナ禍の中、なかなか思うように活動が出来
ないのが現状ですが、来年 1月の第二回例
会アワーで会員増強チーム編成表に基づい
た各チーム（クラブ活動計画書Ｐ３０）で
のミーティングを開催する予定になってお
りますので、皆様のご協力をお願い致しま
す。そして、これを機に下期は上期分を取
り戻せるように尽力して参ります。 

 
◆堀内正人 職業奉仕・ 

公共イメージ委員長 
現在のところ、当委員会はコロ 
ナ禍の影響を受けることなく活 
動ができております。全５回の 
担当例会の内、９月に地区奉仕プロジェク
ト統括委員長の水野様、１１月に雨情楊枝
の森様をお招きして卓話を頂きました。来
年は１月（外部）、２月（会員）、５月（未
定）に例会を担当します。今後ともよろし
くお願いいたします。 

 
◆石田亨 社会奉仕 

プロジェクト委員長 
今期は新型コロナウィルス感染 
拡大が活動に大きく影響してい 
ますが、青少年奉仕委員会並び 
に事務局と連携しまして７月１９日（日）
の早朝例会で太田山公園の清掃ボランティ
アを総勢７４名の参加で実施しました。 
１１月２９日（日）の移動例会では青少年
奉仕委員会と雑誌姉妹クラブ委員会並びに
事務局と連携して昨年に続いて太田山公園
に河津さくら５本の植樹と太田山公園の清
掃ボランティアと姉妹都市締結記念支柱の

立て替え作業を総勢６８名の参加で実施す
ることが出来ました。 
新型コロナウィルス感染拡大の状況の中で
スムーズに活動が出来たのも、クラブ及び
メンバーの理解と支援があってのことで
す。有り難うございました。 
今月２８日（月）には木更津駅で歳末助け
合い募金運動が予定されています。 
下半期も社会奉仕プロジェクト委員会の活
動にご協力をお願い申し上げます。 

 
◆大岩もえ 青少年奉仕委員長 
今年度は、新型コロナウィルス 
の影響があり、思うような活動 
はできませんでした。その中で 
も、７月には太田山公園の清掃 
活動、１１月には太田山公園にさくらの植
樹及び清掃活動を社会奉仕委員会ともに、
木更津総合高校インターアクトクラブの生
徒達と一緒に活動することが出来ました。
インターアクト年次大会、国外研修は今年
度中止になっています。 
下半期に予定されておりますＲＹＬＡセミ
ナーについては、新型コロナウィルス感染
者の拡大が続いており、今回セミナーを開
催するか否かを検討しているそうです。５
月には担当の例会があります。前年度、イ
ンターアクトクラブの生徒さん達と木更津
の将来について話し合う予定でしたが、実
現できませんでしたので、担当例会の時に
実現できればいいと考えております。 

 
◆吉田和義 国際奉仕・ 

ロータリー財団委員長 
８月２８日に地区の財団セミナ 
ーに参加し、財団について学び 
ました。その結果を１１月の財 
団月間の卓話としてフィードバックさせて
いただきました。また米山記念奨学会委員
会とコラボして、劉さんとディスカッショ
ン出来たことも楽しい思い出です。 
活動計画にあげた、海外で奉仕をしている
方を招いての卓話につきましては、今後の
状況を見て検討したいと思っております。 

 
◆倉島和弘 米山記念奨学会 

委員長 
まず初めに米山の寄付金につき 
ましてはおかげさまでこのコロ 
ナ禍におきましても会員の皆様 
のご協力によって昨年とほぼ同額の寄付金
を集めることが出来ました。ご協力感謝し
ます。ありがとうございました。さて米山
奨学会につきましては私自身経験や知識も
ない中、何をどうすればいいのもわからな
い状態でした。会長、幹事へ相談し特に吉
田会員におかれましてはほとんどおんぶに
だっこ状態でしたが、コロナでクロージン
グも出来なかった昨年の奨学生「劉」さん
をお招きして例会を行えました。彼のスケ
ジュールが合わなかったらどうしようかと
ドキドキもんでしたが無事に出来て何より
です。講話の内容も日本語も上手でした
ね。 

 
◆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 


