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◆点鐘 １２時３０分   
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「手に手つないで」 

 

■司会進行    内田 重ＳＡＡ 
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国際ロ－タリ－第 2790 地区 

撮影者：藤野宏治会員 

◆結婚記念日祝い ・大里光夫（6/15） 
 
 
 
 
 
 
 

【 プラハ旧市街広場 天文時計 】  

◆欠席者【敬称略】      
石田 亨・大澤藤満・加藤智生・金見和子・
嶋津正和・鈴木秀幸・塚本秀夫・鶴岡大治・
林田謙志 

 

◆出席 会員４２名 ◆出席率    ７８.４０％ 
出席３２名 ◆前々回出席率 ７１.７９％ 
欠席１０名 ◆修正後出席率 ７６.９２％ 

 

◆メイクアップ     
・6/9 第 4 回被選理事会 

     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・倉島和弘 

 ・6/9 第 2回委員長会議 
     大岩もえ・小林裕治・小林千晃・田口理紗 
 ・6/9 ＲLI チームミーティング  山田修平 
 ・6/9 ＲLI パートⅢ後半  山田修平 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstat.ameba.jp%2Fuser_images%2F20200816%2F08%2Fanmitsu1113%2Fce%2Fba%2Fp%2Fo0320024014804851241.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fameblo.jp%2Fanmitsu1113%2Fentry-12619457734.html&tbnid=XyjtDaz75Q760M&vet=12ahUKEwi46s2xwqLxAhUNWpQKHSKIBGwQMygUegUIARDjAQ..i&docid=7eQNfpZJ33WopM&w=320&h=240&q=%E2%99%AC%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwi46s2xwqLxAhUNWpQKHSKIBGwQMygUegUIARDjAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Fimages%2F202009%2F11s%2Fpublicdomainq-0048621fwn.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Fwedding-rings-heart-lace-0048621%2F&tbnid=j2pT00dw1a1PZM&vet=10CAQQxiAoA2oXChMIoKr6iLil8QIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=tvQmt8nheJwgPM&w=892&h=700&q=%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%80%80%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=0CAQQxiAoA2oXChMIoKr6iLil8QIVAAAAAB0AAAAAEAc
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumb.ac-illust.com%2F1c%2F1c6b7a32fc920e1daaee033765482f61_t.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ac-illust.com%2Fmain%2Fsearch_result.php%3Fword%3D%25E3%2583%2590%25E3%2583%25A9%25E3%2581%25AE%25E8%258A%25B1%25E6%259D%259F&tbnid=mOdY9VhTRnjfOM&vet=12ahUKEwiilN7Zu6XxAhUUyIsBHch4Ck0QMyhIegQIARB6..i&docid=bT2oDrzGIkNatM&w=274&h=340&q=%E8%96%94%E8%96%87%20%E8%8A%B1%E6%9D%9F%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwiilN7Zu6XxAhUUyIsBHch4Ck0QMyhIegQIARB6


◆四つのテスト   
会員増強・研修委員会    豊田文智会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■会長挨拶・報告      松岡邦佳会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆様こんにちは。 
ロータリーの６つの重点分野をご存じでしょ
うか？ 
６つの重点分野はロータリーが地域社会のニ
ーズにこたえるべく長期的な変化をもたらす
ために定められています。６つの重点分野とは、 
・平和と紛争予防 紛争解決 
・疾病予防と治療 
・水と衛生 
・母子と健康 
・基本的教育と識字率向上 
・経済と地域社会の発展・・・です。 
ロータリーの奉仕プロジェクトはこれらの分
野を意識して行うことが推奨されています。ま
た、グローバル補助金を使用した事業を行うた
めには、この６つの重点分野の１つに該当する
必要があります。 
そして、近時の地域社会のニーズから７月から
環境が追加されることが決まっております。 
木更津東ロータリークラブではグローバル補
助金を使ったネパールのヤギ銀行プロジェク
トを行っていました。 
７つの重点分野を意識して新しい国際奉仕が
生まれることを期待しています。 

 
■幹事報告         近藤直弘幹事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.第 4 回被選理事会報告 
出席者 10 名✙事務局 
 

1） 審議事項 
① 次年度クラブ運営方針の件 

        ➡承認されました。 
② 次年度年間予定の件 

➡承認されました。   
2） 協議事項 

① 次年度予算案について協議いたしまし
た。 

3） その他 
① 2021-22年度会長幹事報告 
② 木更津ロータリークラブとの合同例会

について 
③ 木更津ロータリークラブ看板の件 
                 

2.幹事報告 
①次の例会は最終例会になります。 
②2020-21 年度ガバナー事務所より『2020-
21年度地区大会負担金返金のご報告』が
届いておりますので回覧致します。 

3.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 
 ・2020-21年度ガバナー事務所より『2020-

21年度地区大会負担金返金のご報告』 
 ・富津中央 RCより『例会変更のお知らせ』 
 ・袖ヶ浦 RC より『週報』 
 
■委員会報告 
◆会長エレクト        渡邉愼司様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地区からアンケートが来ているのでマイロ
ータリーのアカウントを取得している会員
を確認します。 

 
◆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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◇大里光夫会員 
クラブ管理運営委員です。 
コロナ禍で限られた例会回数でしたが、ご
協力頂き無事一年を過ごすことが出来まし
た。有難うございました。 
 

◇渡辺元貴会員 
 不慣れですが、一年間会員諸氏のご協力の
お陰で大役を務めることが出来たことを心
より感謝致します。 

 
◇叶川博章会員 
 雑誌・姉妹クラブの担当させて頂き一年に
なろうとしております。何とか役割を果た
せたと思います。皆様のご協力に感謝致し
ます。 

 
◇藤野宏治会員 
 会報・IT委員の藤野です。今年一年無事に
委員会を運営できたのは、委員会の皆さん
と例会資料をいただいたメンバーの皆さん
のお陰です。有難うございました。 

 
◇山田修平会員 
 地区諮問委員会・地区立法案検討委員会・
地区監査委員会兼、ロータリークラブ財団
監査委員会・地区リーダー育成会議・RLI推
進委員会の 5 委員会に所属して地区運営に
協力しました。一年間ありがとうございま
した。 

 
◇林孝二郎会員 
 戦略計画特別委員会の委員長を二年間努め
させていただきました。何とかお役目、果
たせたかと思います。委員の皆様の協力に
感謝申し上げます。 

 
◇小林千晃会員 
 今年度お世話になりました。ありがとうご
ざいました。また次年度も宜しくお願い致
します。 

 
◇堀内正人会員 
職業奉仕・公共イメージ委員長として一年間
お世話になりました。次年度もよろしくお願
いします。 
 

◇大岩もえ会員 
青少年奉仕委員会を二年間努めさせていただ
きました。ありがとうございました。 
 

◇吉田和義会員 
 国際奉仕・ロータリー財団委員会へのご協
力ありがとうございました。 

 
◇倉島和弘会員 
 米山の倉島です。満足な例会や運営がコロ
ナで出来ずに申し訳ないです。これからも
よろしくお願いします。 
 
 

◇渡邉愼司会員 
 特に何もしなかった委員長でしたが、委員
の皆さんに恵まれました。 

 
◇石井文子会員 
娘が 4月に袖ヶ浦蔵波台で開業いたしました。
今後頑張ってもらいたいと思います。 
皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
■例会アワー   
【司会】  

近藤直弘幹事 
 
 
 

◇2020-21 年度  
1 年を振り返って 
渡辺元貴 S.A.A 

 
 
◇クラブ管理運営委員会  

  大里光夫委員長 
コロナ感染症の影響から、 
例会自体の開催が少なく 
活動方針に沿った内容は 
十分に出来ない１年間で 
した。屋外開催で「春の 
ハイキング例会」が開催 
できたことは、親睦として非常に貴重でした。
クラブ管理運営会の活動詳細につきまして
は、各担当委員長より説明をお願いいたしま
す。 

 
◇出席ニコニコ委員会    

渡邉愼司委員長 
本年度のニコニコは、5 月 
末時点で 268,00０円と当初 
予定の５０％弱となってい 
ます。例会数が減ったこと 
も影響しておりますが、本 
日多くのニコニコが頂けた 
ようですので、最終的にはもう少し金額が上乗
せできると思います。 

 出席・ニコニコ報告については、阪中会員と佐
藤会員を中心に実施して頂き。委員長としては
役立たずでした。 
 
◇親睦委員会        金見和子委員長 
本年度、新型コロナウイルス感染拡大により、
初期に目標としておりました活動計画につい
ては、ほぼ達成出来ませんでした。 
８月納涼家族例会は感染拡大の観点から中止
となり、１２月クリスマス家族例会は、準備は
進めておりましたが、行政からの感染拡大防止
要請と１２月時点での感染拡大を考慮し、中止
となりました。大変残念でした。 
通常例会も新型コロナウイルスの影響により
中止が多かったですが、女性会員を中心に開催 
時には参加のお声かけをいたしました。 
親睦委員長として携わらせていただきました
が、新型コロナウイルスの影響による家族例会
中止など、活動が出来ないまま終わることにな
り、とても残念でした。 
以上、報告とさせていただきます。 



◇プログラム委員会    鶴岡大治委員長 
「おもしろくてためになる」をコンセプト
に委員会卓話を６回、新会員卓話を１回、
都合７回の例会を開催いたしました。 

 委員自らの卓話でもよいし、知っている他
人の卓話でもいい、とにかく委員自らがプ
ロデュースして例会を企画いたしました。 
委員自らの卓話が４回、委員がお願いした
会員卓話が１回、委員がお願いした外部講
師による卓話が１回でした。 

 年当初の方針通りに活動できたと思ってお
ります。 
先日お願いいたしました、アンケートがま
とまりましたのでご報告いたします。 

 
 設問１.新入会員卓話をやったことが 

ある １８名 ない ３名 
 設問２.卓話の依頼があったら  

やってもよい１４名 遠慮します７名 
 設問３.行使を知っているかについては  

知っている８名 知らない １３名 
               以上です。 

 １年間ありがとうございました。 
 
◇雑誌・姉妹クラブ委員会   

叶川博章委員長 
１、雑誌 
毎月「ロータリーの友」を 
読み込んで、会員の皆様に 
興味をひいた記事などを紹 
介するわけですが、何とか 
１年間やり遂げたといった 
感じです。担当になるまで正直なところ「ロー
タリーの友」をまともに読んだことがありませ
んでした。担当したことにより「ロータリーの
友」を通じ少しは、ロータリーのことを知るこ
とができ、良い経験になりました。 
 

２、姉妹クラブ 
本来であれば、今年度は特別実施すべき事柄は
無かったのですが、コロナ禍の中といことでズ
ームで合同例会をやろうということになり、準
備の段階から坂出東ＲＣの姉妹クラブ担当の
植條さんとやりとりし、今度は直接お会いした
いものですねとの話になりました。大変貴重な
経験でした。 
また、太田山公園に設置している姉妹クラブ締
結記念の支柱が３２年を経過し老朽化が激し
いということで、立替を実施しました。これら
を通じて坂出東ＲＣと姉妹クラブ締結に至っ
た経緯を知ることになり、良い機会を頂いたと
感謝致しております。 
 
◇会報・IT 活用委員会     

藤野宏治委員長 
『感謝』 
今年の委員会は週報作成お 
よびホームページの管理を 
おこないました。今年度か 
ら週報の作成をローターリ 
ー内部の製作から、外部の 

方に製作を依頼する形に切り替わりました。そ
の為、委員会メンバー及び外部委託の山川さん
と LINE グループを作成し、製作に必要な資料
や写真をそれぞれ担当して頂くメンバーや山
川さんと LINE にて共有することで、会わずに
打ち合わせをおこない作成していくことが出
来ました。今期は特にコロナ禍で直接会うこと
が困難だったことや私自身がコロナに罹患し
ZOOM 参加する状況でしたが、この仕様によりう
まく乗り切ることが出来たのではないかと考
えています。 
委員会としては毎回会長挨拶の文章を頂いた
松岡会長、幹事報告を頂いた近藤幹事、ニコニ
コ出席報告をまとめて頂いた清水さん、例会の
資料を頂いた例会担当の皆様に感謝いたしま
す。また、毎週写真を撮って頂いた阪中さんや
ピンチヒッターを快く受けて頂いた委員会メ
ンバー、また作成して頂いた山川さんにはタイ
トなスケジュールのなか毎週作成し、レイアウ
トも回を追う毎にレベルアップしていただき
ました。委員会メンバー、山川さんには改めて
感謝いたします。 
 
◇会員増強・研修・ 

退会防止委員会  
小林千晃委員長 

 
今年度、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 
林千晃です。 
今年度がスタートする前に、会員増強のメンバ
ー全員でミーティングをし、方向性を決めたの
ですが、COVID―19 の影響で思うように活動が
出来ませんでした。 
本来ならば、ロータリーの歴史を含めた基礎知
識をお勉強するお時間なども担当する例会ア
ワーで取り入れていく予定でした。 
一番の心残りは、山田委員長が作成して下さっ
た会員増強チーム編成表に基づいて、チームご
とに会員増強をどうしていくのかのお話合い
をするという内容の例会が出来なかったこと
ですが、次年度の渡邉会員増強委員長が開催の
ご検討をして下さるとのことでしたので、少し
安心しております。 
最後になりますが、一刻も早くこのパンデミッ
クが収束して、世界中のロータリークラブの例
会が通常通りに開催出来る事を願っておりま
す。 
 
◇職業奉仕・ 

公共イメージ委員会    
堀内正人委員長 

本年度は例会担当５回の内、 
３回を開催することができ 
ました。 
職業奉仕はロータリーの 
根幹だと思いますので、も 
っと色々なことをやりたかったのですが、次
年度以降に託す、という結果になりました。な
お、タスクとしての公共イメージは会報・IT担
当委員会に統合したほうがいいと思います。
以上です。 



 
◇社会奉仕プロジェクト委員会 石田亨委員長 
・7 月 19 日  
【大田山公園 早朝清掃ボランティア例会】 
※インターアクト・ボーイズスカウト・ガー
ルスカウト 参加 

・11 月 29 日  
【太田山公園に河津桜の植樹と 

清掃ボランティア】 
 【姉妹クラブ記念支柱交換作業と合同例会】 

※インターアクト・ボーイズスカウト・ガー
ルスカウト 参加 

・12 月 28 日  
【木更津駅西口・東口にて「歳末助け合い募金
運動」実施】 

  ※生徒会・インターアクトの活動補助  
(募金総額 174,982円)  

近藤幹事、渡辺会長とレクト 
・3 月 13 日  
【ボーイズスカウト・ガールスカウト 

活動援助金贈呈】 (30,000 円) 
・4 月 18 日  
【ハイキング例会 アカデミア公園 

～クルックフィールズ】 
 ※インターアクト・ボーイズスカウト・ 

ガールスカウト 参加 
・4 月 19 日  
【木更津図書館へ図書購入援助金贈呈】 
97,000円 

 
  活動方針及び活動計画に基づき、青少年奉
仕委員会の大岩委員長と連携して BIG&R の会
とある程度の活動はできたと思います。 
新型コロナウィルス感染拡大の影響は今後も
続くと思われますので次年度も感染対策をし
っかり行いながら、活動の継続実施をお願い
します。 
今期、新型コロナの影響がある中で、なんとか
活動ができたのもクラブの支援があればこそ
でした。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 
◇青少年奉仕委員会      

大岩もえ委員長 
本年度、新型コロナウィル 
ス感染拡大により、初期に 
目標とした活動計画につい 
ては、ほぼ達成出来ません 
でした。インターアクト行 
事の年次大会、海外研修、RYLAセミナーも中
止となってしまいました。木更津総合高校と
の交流活動については、社会奉仕プロジェク
ト委員会とともに、太田山公園の清掃活動や
さくらの植樹、ハイキングは一緒に活動する
ことが出来ましたが、年末の歳末助け合い募
金は、直前に発令された緊急事態宣言により、
当クラブにおいては参加することが出来ま
せんでした。 
２年連続で青少年奉仕委員会に携わらせて
いただきましたが、新型コロナウィルスの影
響で軒並み中止になるなど、活動がないまま
終わることになりとても残念でした。以上、
報告とさせていただきます。 

◇国際奉仕・ 
ロータリー財団委員会 

     吉田和義委員長 
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。お陰様で、ロータリ
ー財団への寄付も前年と同程度の額をいただ
くことが出来ました。 
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コロナ禍の状況
に鑑みて、中止とさせていただきました。その
代わりに、4月の例会アワーにおいて、「SDGs と
国際奉仕」と題して国際奉仕に関する卓話をさ
せていただきました。 
例会が中止となり、例会アワーに登壇機会が充
分に得られなかった委員会がある中で、予定の
例会アワーを全て担当させていただけたこと、
更には米山記念奨学会委員会とコラボして、米
山学友の劉さんとディスカッションに登壇さ
せていただけたことに感謝申し上げます。 
 
◇米山記念奨学会委員会    

倉島和弘委員長 

【米山記念奨学生委員会 

活動報告】 

・担当卓話について例会卓 
話担当委員としてかつて 
奨学生であった「劉君」 
を招きその後の活動状況 
や感想を聞く卓話を実施した(2020.9.30)。 
その後、2 回目の卓話を地区委員の協力のも
と企画(2021.3.17 予定)したが、コロナによ
る緊急事態宣言発出のため自粛となった。 

・米山奨学金寄付について 
例年と同じく、米山奨学生に対する理解を深
めるよう努め。会員に対しご寄付のお願いを
実施した。 
コロナ禍による例会参加の機会がなくなる
中、周知や理解促進に苦慮したものの、
1.360.000 円の寄付を得ることが出来た 

 
【国際奉仕・ロータリー財団委員会】 

[活動方針] 
ロータリーの五大奉仕の第四部門である国
際奉仕と奉仕活動の源泉となる財団の使命
に基づき、理解を深めていけるよう活動しま
す。 
また、全会員が関心を持つことで寄付金等を
通して、その活動に関わることを目指します。 
 
[活動計画] 
1. 海外に向けて奉仕を実践している方の情
報を得て、紹介したり卓話を企画します。 

2.  新たな国際奉仕の検討を始めます。 
3.  11月のロータリー財団月間に、財団に関
する内容のプログラムを実施します。 

以上です。 
 
 
 
 
 
 



◇戦略計画特別委員会       
林 孝二郎様 

ロータリークラブは原則、 
単年度単位で計画運営さ 
れているため、中長期的 
な観点からの運営方針の 
検討や仕組みの変更につ 
いては実行しにくい難点 
があります。このような 
とから当委員会が設けら 
れ、昨年度の中間報告に基づき、4つのテストの
読み上げや週報のホームページ掲載などが実施
に移されております。今年度は残された課題に
ついて検討をしてきました。コロナ禍にあって
会議の時間が限られてしまいましたが、以下の
通り検討結果を報告いたします。 
１．例会頻度について 
会員間に意見の分かれるところであり、当面、
例会は現状通り月 4回を原則とする。 
２．オンラインでの例会参加について 
オンラインでの例会参加を認め、参加の手続き
等についてルール化する。 
３．例会出席率について 
年度内であればメークアップ可能となったた
め、メークアップ回数を織り込んだ出席率を年
度終了時に算定する。 
４．クラブ細則の改正について 
委員会構成、理事数、指名委員会の権限強化、
年度途中入退会の際の会費規程の明確化など
改正の必要な点を整理した。 
５．今後の奉仕活動について 
中長期的な観点から継続的なテーマで奉仕活
動を活発化する。具体的には、大田山での奉仕
活動を継続するとともに、新たな社会奉仕、国
際奉仕については、会員に奉仕のニーズキャッ
チをお願いし、例会プログラムで卓話をお願い
する仕組みづくりをする。卓話の中から継続で
きる奉仕活動を選択し 3 年程度支援してみる。 
2 年間、委員として協力いただいた皆様、ご苦
労様でした。 
 
◇地区諮問委員会・地区立法案検討委員会・ 
監査財団資金監査委員会       

山田修平様 
【地区諮問委員会】 
ロータリー章典  
19.060.2. パストガバナ 
ーから成る諮問委員会各地 
区は、パストガバナーから 
成る諮問委員会を設置すべきである。この諮
問委員会は地区内ロータリークラブの会員で
あるパストガバナー全員によって構成される。 

 国際協議会で検討され、発表された事項をガ
バナーエレクトが現ガバナーとパストガバナ
ーに報告するため、ガバナーは少なくとも年
に 1 回、国際協議会後 1 カ月以内に諮問委員
会を招集するよう求められている。第 2790地
区では、毎年 5 回位開催されています。ガバナ
ー、パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバ
ナーノミニー、ガバナーノミニーデジグネー
ト地区幹事長、次年度地区幹事長が出席して
います。 

【地区立法案検討委員会】 
この委員会は 4 年前の 2016-17 年度に設置さ
れました。規定審議会に地区代表議員が出席

しますが地区代表議員の任務の中に「地区内
のロータリアンの意向をよく知っておくこと」
というものがあり、地区立法案検討委員会で、
立法案の全てについて検討し、地区代表議員
が投票する際の参考にするために開催してい
ます。 

【地区監査委員会兼ロータリー財団監査委員会】 
この委員会は、地区資金とロータリー財団の
資金について監査します。本年度は中間監査
を実施しました。クラブは、地区に対して地区
賦課金を納入していますが、その資金が適正
に使われているかを監査します。ロータリー
財団の未来の夢計画が全地区に導入された年
度から 3 年間地区のロータリー財団委員長を
務めましたので、毎年ロータリー財団の監査
を担当しています。 

【地区リーダー育成会議】 
2021-22 年度に梶原ガバナーエレクトが地区
リーダー育成会議を設置しました。この委員
会は、従来設置されていませんでしたが、次年
度のガバナー補佐と地区委員長の研修をする
ために本年度既に研修をしています。 

【ＰＬＩ推進委員会、ＰＬＩ実行委員会】 
次年度、松岡会員がＲＬＩ推進委員会委員に
就任します。就任前ですが、本年度既に推進委
員として活躍しています。次年度ＲＬＩ日本
支部の地区代表委員を務めます。そんなこと
もあり、実行委員長に依頼されて、既にＲＬＩ
の運営に参加しています。ＲＬＩは、日本語で
はロータリーリーダーシップ研究会と訳され
ています。このＲＬＩは、地区内会員の研修で
すが研修方法は講師が講演するものではあり
ません。参加者同士で決められたテーマにつ
いて、参加者同士で話し合うという方法です。
皆さんも是非参加してください。ロータリー
について、今迄と違った見識が植えられると
思います。 

 
◇地区補助金プロジェクト委員会 堀内正人様 
【2020-21 年度 国際ロータリーのロータリー 
財団委員会 補助金プロジェクト小委員会委員】 
 
コロナ禍ではありましたが 
zoom 併用で委員会やセミナ 
ーは予定された全てが開催 
されました。今年の地区に 
は色々あって、辞めちゃおう 
かと思う日々も長かったです 
が、多くの方々からの励まし 
もあって続けることができま 
した。 
地区委員は今年で 2年目にな 
ります。3 年目の次年度は地区補助金プロジェ
クト委員会の委員長を仰せつかりました。木更
津東ロータリークラブの看板に恥じぬよう頑
張ります。 
併せて年次基金寄付のご協力も引き続きよろ
しくお願いいたします。 
当クラブは 1 万円で寄付を募っておりますが、
実はひとり 150ドルが地区の目標です。よろし
くお願いいたします。 
 
◆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 


