
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 １２時３０分   
渡邉愼司会長    

◆国歌斉唱 
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「奉仕の理想」 
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ロ－タリ－は機会の扉を開く 
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国際ロ－タリ－第 2790 地区 

【 2021-22 年度 木更津東ロータリークラブ役員就任式 】 

◆欠席者【敬称略】      
叶川博章・嶋津正和・鈴木秀幸・林田謙志 

 

◆出席 会員４１名 ◆出席率    ８９.７４％ 
出席３５名 ◆前々回出席率 ７８.０４％ 
欠席 ６名 ◆修正後出席率 ８７.８０％ 

 

◆メイクアップ     
 ・6/22 第 4 回松岡会長杯   

鈴木克己・叶川博章・石井文子・林孝二郎・石田 亨・
渡辺元貴・堀内正人・宮寺順子・加藤智生・坂井健治・
渡部和夫 
 

 ・6/29 第 1 回インターアクト合同会議  叶川博章 
 
 ・7/7  第 1 回理事会  

渡邉愼司・松岡邦佳・大里光夫・堀内正人・吉田和義・
石田 亨・佐藤丈夫・加藤智生・渡辺元貴・鶴岡大治・
金見和子・倉島和弘・田口理紗 

◆四つのテスト  近藤直弘直前幹事 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fillust-dayori.com%2F2019%2F05%2F774%2F&psig=AOvVaw00w4xo4bbCa1funpmg4Lgg&ust=1625645541352000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIifr-X_zfECFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fniceillust.com%2F%25E5%2595%2586%25E7%2594%25A8%25E3%2583%2595%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25BB%25E7%2584%25A1%25E6%2596%2599%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588_%25E4%25B8%2583%25E5%25A4%2595%25E9%25A3%25BE%25E3%2582%258A_%25E7%259F%25AD%25E5%2586%258A_%25E5%25A4%25A9%25E3%2581%25AE%25E5%25B7%259D_%2F&psig=AOvVaw2YnMKYhxYogNTJO8WBFEoF&ust=1625645477069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPiQ6L3_zfECFQAAAAAdAAAAABAO


■ゲスト・来訪ロータリアン紹介  
渡邉愼司会長 

◇2021-22 年度 RI 第 2790 地区第 5 グループ 
ガバナー補佐 鈴木荘一様 

◇木更津 RC 会長  藤平貞順様 
◇木更津 RC 幹事  大川健士様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ガバナー補佐挨拶      鈴木荘一様 
第 5 グループ担当の鈴木 

荘一です。所属は君津 RC 
です。職業分類は造園土木 
入会歴 10 年になります。 
浅学非才ではありますが、 
よろしくお願いします。ガ 
バナー補佐幹事は同じクラ 
ブ荒井潤一郎さん、福田順 
也さんにお願いしました。どうぞよろしくお願
いします。 
ロータリーとは関係ないセミナーで倒産する

企業や、滅んだ文明は○○がなかったから滅ん
だ、倒産したと聞きました。これは何か？情報
です。ですから私は第 5グループの皆さんには
できるだけ多くの情報をお伝えして、そして皆
さんの地区への要望をお届けするのが私の役目
のひとつと思っています。 
梶原年度が始まるにあたり、地区の一員とし

て、グループ再編成、そしてガバナー補佐の選
任についてコロナ禍だったとはいえ事前の通達
及び説明が不足し、混乱とご迷惑おかけしまし
たこと深くお詫び申し上げます。こちらについ
ては鵜沢ガバナー年度までじっくり地区の皆様
と協議をしながら実現します、皆さんご意見ご
指導のほどよろしくお願いします。 
梶原ガバナーは RI の規定に沿って忠実に仕

事をする事、地区内会員皆様との融和を大事
に、5 年後、10年後に地区の皆さんが振り返っ
てよかったとおもえるような年度にしたいと考
えております。テーマとして掲げられているの
が LOVE Other Sprit 安心安全な社会、国際
社会の平和を次世代につないでいこうとテーマ
を掲げております。 
梶原ガバナーが地区リーダーシッププランに

ついて忠実に推進しています。国際ロータリー
は 2000年よりこの DLP を提唱しています、こ
れはこの 20年間会員が横ばいの現実を受け、
様々な大学関係者ですとか、ビジネス関係者も
参画して作られた、強い組織になるためのプラ
ンなんです。そのプランを提唱され 2002年に
各地区に義務付けされ、20 年過ぎ、梶原ガバナ
ーは成果が出ている地区は DLP がよく機能して
いる、ぜひ 2790地区で本格的に取り組もうと
してます。その過程で地区の組織の中での課題
も露呈されました。それらも踏まえより良い組
織造りの為、DLPの実施にご協力お願いしま
す。 

また今年から IM等の取り組みが変わりま
す、第 6 グループの皆さんと一緒に研修会、セ
ミナーを開催します、そして地区全体として 9
月海岸清掃を中心とした環境プロジェクト、10
月とコロナ撲滅祈願を主とした公共イメージ向
上のイベントも企画してます。 
ロータリー100 周年を祝う会で、元 RI会長田

中作次さんは「世界最大の奉仕団体を目指す、
ロータリーは世界をより良くするために立ち上
がる方法。手を動かし活動する事。」と。 
また千玄室さんは自分自身を捧げる「奉仕」

というささやかなことを職業を通じてどのよう
に世の中に役立つか？この 100 年を土台に次の
100年を考える、難しくしないで簡素な方法
で。心から信じあえるメンバーと善良の波を地
域社会へ送ろうとご挨拶されています。 
コロナ禍で益々精神的物的つながりが近く身

近な家族や仲間を大切にしていく時代になると
言われてます。渋沢栄一さんの「論語とそろば
ん」という著書がありますが、その中で“日々
勉強をしてよい友を持つことこれが人生最上の
楽しみ”という項が最も大切な教訓としていま
す、お互い切磋琢磨して学びえたものをさらに
友に伝え、そして転々とさせ善を及ぼすこと。
私もクラブの皆さんとの付き合いを通じて、学
ばせて頂き、そして社会人として自信がついた
ような気がします。また R 活動が人生の悩みや
矛盾の緩衝材になり感謝しています。 
論語の中で孔子は最後弟子に「人が生きてい

く上で最も大切にすることは何ですか？」とい
う質問に人に対し、「思いやり」と答えており
ます。私も様々なデーターや情報に「思い」を
のせた生きた情報を伝え、第 5 グループ皆様が
楽しいロータリー活動ができるように考えま
す。どうぞ一年ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げまして就任のご挨拶とさせて頂き
ます、ご清聴ありがとうございました。 
 
◆木更津 RC 会長挨拶      藤平貞順様 
多分、会長経験者にしか 

わからない変な心境がござ 
いまして…本日、渡邉会長 
におかれましては、心中お 
察し申し上げます。 
先週の木更津クラブ今年度 

初例会には、渡邉会長、吉田 
幹事にご来訪賜り、心より御礼申し上げます。４
年前、私が幹事を務めました時、こちらは大澤会
長、松岡幹事の素敵なコンビで、米山梅吉記念館
を訪問したり、木更津クラブのクリスマス例会
にご参加いただいたりと、親睦を深めることが
できました。そちらが続くものと思っておりま
したが･･･コロナもあり、その後交流することな
く今日に至ります。渡邉会長にもお願いを致し
ましたが、今年は合同例会、そして奉仕活動や旅
行なども一緒に行うことができたらと考えてお
ります。木更津をよくしたい！という想いは同
じだと思いますので、是非協力しながら共にロ
ータリー活動を盛んに行えることを願います。 
最後に、木更津クラブで１番若い私が会長、２

番目に若い大川さんが幹事、ということで、皆様
にはご指導の程、どうぞよろしくお願い申し上
げます。 
 
 



■認証状伝達式  
松岡直前会長より➡渡邉愼司会長へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■役員就任式   紹介者 加藤智生 S.A.A. 
◇会長             渡邉愼司様 

◇直前会長           松岡邦佳様 

◇会長エレクト         大里光夫様 

◇副会長            堀内正人様 

◇幹事             吉田和義様 

◇会計             佐藤丈夫様 

◇S.A.A             加藤智生様 

 
■理事会構成メンバー紹介 
◇会員増強・研修委員長     渡辺元貴様 

◇職業奉仕委員長        鶴岡大治様 

◇社会奉仕委員長        金見和子様 

◇国際奉仕委員長        倉島和弘様 

◇副幹事            石田 亨様 

 
■地区委嘱状伝達      渡邉愼司会長 
◇地区諮問委員 

◇地区立法案検討委員 

◇地区史編纂委員・監査 

◇財団資金監査委員 

◇地区リーダー育成会議議長   山田修平様 

◇地区補助金プロジェクト委員長 堀内正人様 

◇RLI 推進委員         松岡邦佳様 

 
■会長挨拶・報告      渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
晴れて新年度がスタートします。理事及び委員長

を快くお引き受け頂いた皆さんには、共に 1 年間木
更津東ロータリークラブを盛り上げていくお手伝いを
お願い致します。また、コロナウイルスの終息がまま
ならない中ではありますが、会員の皆さんにとって
実りのあるロータリー活動に成るよう努力していきた
いと思います。 

  本日は第 5 グループガバナー補佐であります鈴木
荘一氏、木更津ロータリークラブ会長藤平貞順氏、
同幹事大川健志氏を迎え第 1 回目例会を実施する
ことができました。3 名のご来訪を心より感謝申し上
げます。 

 

 さて、未だにニュースではコロナウイルス感染者の数
がトップニュースになっています。オリンピック開催も間
近に迫ってきました。会員の中にはワクチン接種を終
えられた方もいらっしゃると思います。国際ロータリーと
してコロナウイルスに対して様々な取組を行うよう推奨
しています。コロナウイルスに打ち勝つため、①ワクチ
ン接種の重要性を人々に伝える。②平等・公平なワク
チン配布を提唱する。③正確な情報を伝えることでワ
クチン接種へのためらいや誤解をなくす。④マスク着
用と手洗いを呼びかける。⑤保険当局によるワクチン
接種の取組みを支援する。と５つの方法を上げていま
す。 
 イタリア第２０６０地区では、ワクチン接種に伴い多く
のボランティアを募りました。現役または引退した医師
や看護師、それに救急隊員などが含まれます。会員は
4 つのグループに分けられ、午前と午後のシフトを担
当し、患者のデータ入力やボランティアの調整を行い
ました。また、資格を有している人はワクチン接種も行
ったそうです。 
 当クラブにおいても昨年物資不足の時に木更津市
にマスクの提供を実施しました。また、他の団体等にお
いても様々な支援が多く行われました。多くの災害が
発生するたびに、支援をする方が増えている様に思い
ます。このコロナ危機を契機に社会全体として様々な
支援や援助の輪が広がる事を望みます。 
 会長として初めての例会を迎えるに当たり、準備不
足ではなかったのではないかと感じています。当クラブ
の場合は、副会長になると自動的に次年度に会長エ
レクトとなり、そして会長となります。ですので、副会長・
会長エレクトの時期に自分が会長になったらどうのよう
にしたいのか、という事をじっくり考えておけば良かっ
たのでしょうが、被選理事会に合わせて委員長候補や
活動方針、年間スケジュールを決めているうちに今日
を迎えることになってしまいました。委員会構成、活動
方針、年間スケジュール、予算が決まればクラブとして
の活動は行うことができますが、より良いクラブにする
ために必要な事や、クラブ活動を活性化させていく為
には、準備期間において検討しておく必要があったの
ではと感じています。 
 やはりここにもコロナの影響があるように自分は感じ
ています。夜の飲み会が実施できないために色々な
意見交換ができないという弊害があります。各会員がク
ラブに対して感じている事や、クラブ活動に対するアイ
デアなどを聞く良い機会が少なくなってしまいました。
そういった情報交換は非常に大切だと感じます。 
 皆さんは、何かを始める時にスムーズに始められま
すか。心に決めて行動しようと考えた時に一歩目が踏
み出せますか。難しいという人は多いのではないでしょ
うか。私もその一人ですが、自分でその事を分かって
いれば対処の仕方もあるかと思います。じっくり考えて
から結論を出した方が良い場合と、直感でやるかやら
ないかを決めたしまった方が良い時など様々ですが、
後者は勢いで何とかなりますが、前者は考えれば考え
るほど二の足を踏んでしまいます。考えている間に時
間が過ぎて熱が冷めてしまい結局やらなかったという
こともあります。 
 ロータリーのける委員長などの役もそうですし、何か
奉仕活動をやりたいと思った時などもそうではないでし
ょうか。前者については「はい、喜んで」という気持ちで
引き受ける事が出来れば素晴らしいですよね。また、
何か新しいことを始めたい時には公言することが一番
良いと思います。そうすることにより理解者も増え、助
けてくれる人達が多く寄って来てくれます。自分だけの
力では無しえなかった事も、周りの人の協力で進める
事が出来るようになります。ですので、皆さんがやりた
いことがある時はまずは周りに相談してみてはどうでし
ょうか。同じロータリアンとして協力して事業を進めるこ
とが出来ると思います。 
 1 年間という短い期間ではありますが、会長としての
職を出来る限り全うできるよう努めていきたいと思いま
すので、皆さんの温かいご支援をお願い致します。 
 
 



■記念品目録贈呈 
◇松岡邦佳直前会長へ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇近藤直弘直前幹事へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇直前会長挨拶      松岡邦佳直前会長 

昨年度はありがとうございました。記念品
はありがたく頂戴し、事務局の備品購入費を
して使わせて頂きました。ありがとうござい
ました。 

 
◇前年度幹事挨拶     近藤直弘直前幹事 

2020－21 年度幹事を仰せつかっておりま
した近藤です。昨年度につきましては、コロ
ナ禍につき 45 回予定しておりました例会も
30 回しか実施することが出来ませんでした。
しかしそのような中でも委員長の皆様のお
かげで、リモートによる姉妹会議の実施など
の新しい試みや、BIG＆R の会との太田山の
清掃や桜植樹などをしっかりと行うことも
できました。またリモート例会などこれから
に向けての足掛かりもできたと思います。皆
さまのご協力のおかげで、松岡元会長もクラ
ブ運営を 1 年間無事行うことが出来、私も微
力ながらそのお手伝いをできたのではと思
っております。みなさま、ありがとうござい
ました。 
 

◇事務局の鍵引継ぎ  近藤直弘直前幹事より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇前年度決算報告   
前年度決算報告が近藤直弘前幹事よりありま
した。 

◇ゴルフ愛好会会長賞贈呈 松岡邦佳直前会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎年トロフィーありがとうございます。今
年度第一回渡邉会長杯は令和 3年 9月 7日に
カメリアヒルズカントリークラブにて開催
します。 
 

■幹事報告         吉田和義幹事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.幹事報告 

1)坂出東 RC より「新年度ご挨拶」が届いて
おりますので回覧いたします。 

2)2020-21 年度ガバナー事務所より、「ロータ
リーの 100 周年記念に合わせた地区記念
誌」が届いておりますので回覧いたしま
す。 

3) 2021-22 年度ガバナー事務所より「財団室
NEWS７月号」が届いておりますので回覧
いたします。  

4)一般社団法人ロータリーの友事務所より
「新型コロナウイルス感染症に関する友
事務所対応の件」が届いておりますので回
覧いたします。 

5）一般社団法人ロータリーの友事務所よ 
「ロータリー100 年史」のご案内が届いてお

りますので回覧いたします。 
6）日本事務局より「在宅勤務延長」のお知ら
せが届いておりますので回覧いたします。 

7）2021-22 年度ガバナー事務所より「豪雨に
よる第２７９０地区内の被害状況確認」
についてのご連絡が届いておりますの
で回覧いたします。 

8）2021-22 年度ガバナー事務所より「静岡県
熱海市伊豆山地区土石流災害支援及び
第 2790 地区内の被害状況確認につい
て」のご連絡が届いておりますので回覧
いたします。 

9）7 月のロ－タリ－レ－トは 111 円となっ
ております。 

10）本日の例会終了後、「新年度第 1 回定例
理事会」を開催いたします。担当理事の
方はご出席下さい。 

 
2.他クラブからのお知らせ 

1)木更津 RC より「例会変更のお知らせ」が
届いておりますので回覧いたします。 

 2)木更津 RC・君津 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 
1)木更津市交通安全推進協議会より「総会資
料及び令和 3年夏の交通安全運動の実施に
ついて」が届いておりますので回覧いたし
ます。 

 2）ワタナベメディアプロダクツ株式会社よ
り「新任のご挨拶」が届いておりますので
回覧いたします。 

 
4.回覧 
・坂出東 RC より「新年度ご挨拶」 
・2020-21 年度ガバナー事務所より、ロータリ
ーの 100 周年記念地区記念誌 

・2021-22 年度ガバナー事務所より「財団
NEWS７月号」 

・一般社団法人ロータリー友事務所より「新型
コロナウイルス感染症に関する友事務所対
応の件」 

・一般社団法人ロータリー友事務所より「ロー
タリー100 年史」のご案内 

・日本事務局より「在宅勤務延長」のお知らせ 
・2021-22 年度ガバナー事務所より「豪雨によ
る第２７９０地区内の被害状況確認」につい
てのご連絡 

・2021-22 年度ガバナー事務所より「静岡県熱
海市伊豆山地区土石流災害支援及び第 2790
区内の被害状況確認について」のご連絡 

・木更津市交通安全推進協議会より「総会資料
及び令和 3年夏の交通安全運動の実施につい
て」 

・ワタナベメディアプロダクツ株式会社より
「新任のご挨拶」 

・木更津 RC より「例会変更のお知らせ」 
・木更津 RC・君津 RC より「週報」 
 
■委員会報告 
 
◆ニコニコボックス 
出席・ニコニコ・報告委員会 

田口理紗会員 
 

◇鶴岡大治会員 
一職業奉仕委員長
をさせて頂きま
す。1 年間よろしく
お願いします。 

 
◇石田亨会員 
 今年度、副幹事を拝命いたしました。理事
として会長、幹事をサポートしてウィズコ
ロナでも木更津東ロータリークラブを盛り
上げて行きたいと思います。よろしくお願
いします。 

 
◇倉島和弘会員 
 国際奉仕委員長を拝命しました。微力なが
らできることをさせていただきます。よろ
しくお願いします。 

 
◇金見和子会員 
 社会奉仕プロジェクト委員長として 1 年間
頑張りたいと思います。皆様方のご協力を
お願い致します。 

 
 

◇渡辺元貴会員 
今年度は会員増強研修委員長を拝命致しま
した。楽しい仲間が増えるように頑張りま
すので、宜しくお願い致します。 

 
◇加藤智生会員 
 本年度、S.A.A をやらせて頂きます。有島さ
ん、渡部さんのご指導のもと楽しく、時に
は厳しく進めたいと思います。苦情があり
ましたら私ではなく、有島さんと渡部さん
にお願いします。 

 
◇佐藤丈夫会員 
 今年度、引き続き会計を務めさせて頂きま
す。宜しくお願い致します。。 

 
◇堀内正人会員 
 本年度、クラブ副委員長と地区の地区補助
金プロジェクト委員長を仰せつかりまし
た。何か盛りだくさんですが、頑張りま
す。一年間宜しくお願い致します。 

 
◇大里光夫会員 
 本年度、会長セレクトを務めさせて頂きま
す。しっかりと次年度の準備をしたいと思
います。宜しくお願い致します。 

 
◇近藤直弘会員 
 2020-21年度幹事の近藤です。昨年度は皆様
のご尽力のお陰で 1年間を乗り切ることが
出来ました。本当にありがとうございまし
た。 

 
◇松岡邦佳会員 
 国際ロータリー2790 地区ＲＬＩ推進委員長
の狩野文夫様、例回出席ありがとうござい
ます。地区の委員会宜しくお願いします。 

 
◇松岡邦佳会員 
 昨年度ありがとうございました。本年度直前
会長です。引き続き宜しくお願いします。 

 
◇山田修平会員 
 国際ロータリー2790 地区ガバナーより、 
 ・地区諮問委員 
 ・地区立法案検討委員 
 ・地区史編纂委員 
 ・監査・財団資金監査委員 
 ・地区リーダー育成会議議長 

の委嘱状の交付を受けました。1 年間頑張
ります。 
 

◇吉田和義会員 
 1 年間、幹事を務めさせていただきます。地
区から送られてくる資料の多さに、すでに
閉口しております。 

 
◇渡邉愼司会員 
 会長の渡邉です。勇往邁進するのみです。 
 
 



◇松岡邦佳会員 
 昨年度ありがとうございました。本年度直
前会長です。引き続き宜しくお願いしま
す。 

 
◇木更津ＲＣ 藤平貞順様・大川健士様 
 1 年間、よろしくお願いいたします。 
 
◇第 5 グループガバナー補佐 鈴木荘一様 
 
■例会アワー         渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『クラブ運営方針』 
 
私たちが所属しているロータリークラブは世

界中に約 3５，０００クラブ、１２０万人程度の
会員がいます。そして、１２０万人の会員を束ね
ていくのが国際ロータリー会長です。よくＲＩ会
長と聞くことがあると思いますが、毎年国際協議
会において次年度のテーマを会長エレクトとし
て発表します。本年度のＲＩ会長シェカール・メ
ータ氏は、「SERVE TO CHENGE LIVES」をテ
ーマとして掲げています。日本語では、「奉仕しよ
う、みんなの生活を豊かにするために」となって
いますが、“みんなの”とあるように奉仕を受ける
人にも、奉仕をする人にも奉仕を通じて人生を豊
かにすることを望んでいます。 
「情けは人の為ならず」とあるように、日本に

は古くから同じような考え方がありました。情け
とは、思いやりや人情など他人をいたわる気持ち
を意味します。立場の弱い人や、困っている人た
ちを思いやることにより、奉仕をする事につなが
り人生を豊かにすることへつながっていきます。 
そこで、「奉仕する大切さを忘れずに」と当クラ

ブの本年度テーマを掲げさせていただきました。
小さな思いやりから始めた奉仕が、何年後かには
大きな変化をもたらすことができれば、という思
いを込めさせて頂きました。 
本年度のロータリー活動の中で、皆さんがロー

タリアンとして、また木更津東ロータリークラブ
の会員として誇りを持てるような活動や、クラブ
にしていきたいと思います。ロータリークラブの
活動の中で一番の勉強の場はアワーです。様々角
度からロータリーのこと、奉仕活動のことなどを
学べる機会としていきたいので、アワーを担当す
る時には本年度のテーマであったり、各委員会の
趣旨に沿ったアワーを企画して頂きたいと思い
ます。コロナにより遠隔での卓話の可能性も広が
っていますので、木更津に来れない方でもリモー
トでの講演という形でも良いので、その点も考慮
して頂ければと思います。 

また、例年通りの奉仕活動も継続して実施して
いきたいと考えています。時期等の変更がありま
すが、より良い活動となるように進めていきます
ので、ご協力お願い致します。親睦事業について
は、大勢での飲酒を伴う親睦についてはもう少し
時期を見てからということで、別の方法での親睦
事業を考えていきたいと思います。 
本年度は木更津東ロータリークラブが新たな一
歩を踏み出す準備の期間だと捉え、戦略計画で話
し合われたことも加味しながら進めていきます
のでご協力お願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆点鐘  渡邉愼司会長   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 

～ロータリーについて知ろう～   

第１回目 

 ロータリーについて、知らない事って多いで

すよね。私もその中の一人です。そこで、ロータ

リーについて聞いた事や、調べた事、参加した研

修などについて毎週書いていきたいと思いま

す。第１回目は、ロータリー文庫についてです。 

ロータリー文庫とは日本ロータリー５０周年

記念事業の一つとして昭和４５年に設立された

資料室です。ロータリー関係の古い時代の貴重

な文献から最新の出版物が保存されており、現

在ではＨＰからＰＤＦの資料をダウンロードで

きます。 

「ロータリー文庫」で検索すればすぐに見つ

けることができますので、興味のある方は覗い

てみて下さい。 

 


