
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

ホームページ https://kisarazueast-rc.jp 

◆点鐘 １２時３０分   
渡邉愼司会長    
 

◆Ｒソング斉唱 
「我等の生業」 

 

■司会進行 有島敏夫ＳＡＡ 
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国際ロ－タリ－第 2790 地区 

◆欠席者【敬称略】      
石井文子・大里光夫・加藤智生・叶川博章・嶋津正和・
鈴木秀幸・林田謙志・宮寺順子・藤野宏治 

 

◆出席 会員４１名 ◆出席率    ７６.３１％ 
出席２９名 ◆前々回出席率 ７６.９２％ 
欠席１２名 ◆修正後出席率 ８７.１７％ 

 

◆メイクアップ     
 ・7/1  木更津ＲＣ  渡邉愼司・吉田和義 
 ・7/19 袖ヶ浦ＲＣ  渡邉愼司・吉田和義 

◆四つのテスト  渡辺元貴会員 

【松岡邦佳会員のペット  みかん君・ゆず君】 

ペット】 

（みかん君） 

(ゆず君) 

SERVE TO CHANGE LIVES  

2021-22年度国際ロ－タリ－テ－マ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 



■会長挨拶・報告      渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
みなさんこんにちは、本年度の会長挨拶はど

ちらかというと入会歴の浅い会員向けに話を
する機会が多くなると思いますので、会長経験
者の皆さんには再度確認という感じで聞いて
頂ければ幸いです。そんな私も現在で入会して
７年と９カ月となります。 
当クラブの会員構成を調べてみると、会長経

験者が１７名在籍しており全体の４１％。入会
して５年以下の会員が同じく１７名４１％と、
両方を足すと３４名８２％となります。会長経
験者と入会５年以下の会員数が同数という状
況となっています。新しいメンバーがここ最近
多く入会して頂いている結果であります。その
他は私を含めて７名しかいませんが、将来的に
見てみると会長候補がまだ１９名も残ってい
るという事です。４０－１７＝２３名ですが、
４０名からまず大里会長エレクト、堀内副会長、
この２名は来年度、再来年度会長候補でありま
す。そして近藤前幹事、吉田幹事の両名につい
ては既に会長への決意を固めているものと確
信しています。私の考えというのではなく、周
りが感じている事を伝えさせて頂きました。 
今日のアワーでは各委員長から本年度の活

動方針の発表をして頂きます。各クラブにより
委員会名や委員会構成が違っていますが、では
どの様にしてこの委員会構成を決定している
のでしょうか。クラブ定款の第１１条第７節－
委員会－において、ａ．クラブ管理運営、ｂ．
会員増強、ｃ．公共イメージ、ｄ．ロータリー
財団、ｅ．奉仕プロジェクトを有すべきである
と定められています。会長幹事経験者の皆さん
はご存知ですが、我々のクラブ定款は規定審議
会において定められた標準ロータリークラブ
定款が基になっています。 
規定審議会については前松岡会長が６月の

会長挨拶で説明していましたが、ＲＩの細則と
定款、また標準ロータリークラブ定款への改正
案である「制定案」および方針、プログラム、
手続の変更をＲＩ理事会に推奨する「決議案」
を審議し、決定します。審議会は 3 年に一度、
国際大会とは異なる場所と日程で開かれてい
ます。ですので、定款の変更は第 19 条－改正
－にあるように、「本定款は、規定審議会におけ
る投票者の過半数の賛成票によってのみ改正
できる」とあり、当クラブ独自で変更すること
はできません。 
 そこで各クラブではクラブ細則により、クラ
ブを運営する上での独自の取決めを定めてい
ます。当クラブの委員会構成もこのクラブ細則
により定められています。クラブ細則第１６条

委員会において、各委員会の構成について記載
されています。また、第１７条から２１条にお
いて各委員会の任務が定められていますので、
皆さんも確認してみて下さい。定款と細則はク
ラブ活動計画書の黄色い用紙の所に記載され
ていますので、一度よく読んでみて下さい。 
 このように述べてくるとロータリークラブ
は難しいと感じるかもしれません。しかしあく
までも手続きについての取決めであり、私たち
が普段活動するには何ら支障はありません。国
際ロータリーを通じて海外のクラブとの連携
も可能です。その基礎となるのは同じ目的を持
ったクラブであることが重要です。「三人寄れ
ば文殊の知恵」というように、困ったときには
周りのクラブを巻き込み、海外での支援を考え
るならば現地のクラブを頼るといったことも
可能です。 
 委員長だけが委員会に対して責任を負うわ
けではなく、我々会員全員が委員会活動に対し
て、そしてロータリー活動に対して責任を負わ
なければなりません。本年度も良い活動ができ
るようにご協力お願い致します。 
 
■幹事報告         吉田和義幹事 
1.旧理事会及び 
第 1 回理事会報告 

【旧理事会報告】 
出席者 10 名＋事務局 

1.議題 
1) 2020～21 年度決算及び 
会計監査報告に関する件 

➡承認されました。 
 

2. 【第 1 回定例理事会報告】 
出席者 12 名＋オブザ－バ－+事務局 

＜審議事項＞ 
1) 2021～22 年度 クラブ予算案の件 

➡承認されました。 
2) クラブ資金を預託すべき銀行の指定の件 

➡承認されました。 
 ・千葉銀行木更津東支店 

3) クラブ資金を取り扱う役員の保証金額の件 
             ➡承認されました。 

 ・例年通り保証金は無し 
4) 定例理事会の開催日と場所の件 

➡承認されました。 
 ・毎月第一例会終了後例会場にて開催 

5） 会計監査員の件 
     ➡内田稔会員に承認されました。 

6）出席免除に関する件   ➡承認されました。 
対象者: 有島・内田稔・大隅・大森・ 

坂井・鈴木(克己)・ 鈴木(正弘) 
平野・山田・渡部・豊田・大澤 

以上12名 
7) 君津地方中学校英語スピ－チコンテスト
後援金の件 ➡10,000 円で承認されました。 

8）令和 3 年 千葉県「ダメ。ゼッタイ。」普
及運動及び国連支援募金運動のチャリテ
ィ－ボックスを 7 月 14 日例会場にて回覧
する件       ➡承認されました。 

 



3. 幹事報告 
1) 新年度の上期年会費納入をお願いいたし
ます。 

2) 2021-22 年度ガバナー事務所より「スリ
ランカクラブ」募集のお知らせが届いて
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「職業
分類データーベース化における情報提
供」のお願いが届いておりますので回覧
いたします。 

 
4. 他クラブからのお知らせ 

1) 君津ＲＣ・富津中央ＲＣ・富津シテイＲ
Ｃより「クラブ活動計画書」が届いてお
りますので回覧いたします。 

2) 富津中央ＲＣより「週報」が届いており
ますので回覧いたします。 

3）坂出東ＲＣより「50 周年記念誌」が届い
ておりますので本日お配り致します。 

 
5. その他のお知らせ 

1) 国連支援募金箱より「薬物乱用防止のチ
ャリティ－ボックス」が届いております
ので回覧いたします。 

 
6. 回覧  
・2021-22 年度ガバナー事務所より「スリラン
カクラブ」募集のお知らせ 

・2021-22 年度ガバナー事務所より「職業分類
データーベース化における情報提供」のお
願い 

・国連支援募金箱より「薬物乱用防止のチャ
リティ－ボックス」 

・君津ＲＣ・富津中央ＲＣ・富津シテイＲＣ
より「クラブ活動計画書」 

・富津中央ＲＣより「週報」 
 
■委員会報告 
 
◆雑誌・姉妹クラブ委員会  阪中昌司委員長  
【ロータリー友 

7月号の紹介】 
[横組み７ページ] 
２０２１－２２年度国際 

ロータリー会長 シェカー 
ル・メータ氏のメッセージ・・・ 
この１年を「さらに成長し、さらに行動する」
ことで共に人生で最良の年にしましょう。 
チェンジメーカー（変革者）の年にするので
す。 
特に会員増強に関しては各会員が一人新

しい人をロータリーに紹介すれば来年７月
までに１３０万人になります。 
[横組み１０ページ] 
過去の会長、理事や家族のシェカール氏に対
する人物評 
奉仕精神にあふれ、スマトラ沖地震での救

援活動を積極的に行い、ポジティブなエネル
ギーを感じさせるカリスマ的指導者と評価
され、家族からは前向きで熱意がある人と見
られています。 

シェカール氏の信条は、「奉仕とは、この地
球上で借りている場所に対して支払う地代
であり、私はそのよい賃借人になりたい」 
今年度は、少なくとも１回は、実践的かつ行
動志向の「ロータリー奉仕デー」のイベント
を計画・開催していただくよう全てのクラブ
にお願いしたい。具体的な計画の内容は、１
８・１９ページを参照してください。 
横組み２０ページからは全国地区ガバナ

ーの紹介記事です。全員が夫婦で記念撮影風
に撮っているのが印象的です。 
[横組み４４ページ] 
「スマホで撮る！」では、ご存じの方もお

られると思いますが、スマホでの撮影につい
て、スマホは広角レンズを搭載しているので、
両端は大きく（顔が太く）写りますので、写
真写りを気にする人は中央で写るようにし
ましょう。 
[横組み５０ページ] 
各国のロータリープロジェクトの紹介記

事リトアニアでは、パンデミックで奔走する
医療従事者に１０週間に亘り、毎週金曜に６
００個のパンを地元のベーカリーに注文し
て届けたとのことです。 
医療従事者への支援と地元のお店への貢献
とダブルの支援になる取組と感じました。 
[横組み５５ページ] 
地区大会略報の中に、第２７９０地区の漆

原ガバナーの記事が紹介されています。 
[縦組み４ページ] 
元国連事務次長明石さんのコラム国連は

色々なことに取り組んできたが、出来ること
と出来ないことがある。今は、出来ることに
集中して予算と人員を投入すべきとの集中
主義に転じて、現在はＳＤＧｓ（持続可能な
開発目標）に力を入れている。日本はもっと
外に目を向けるべきであり、ＳＤＧｓという
手掛かりを通じて多様なグループが国籍や
国境を越えて協力をすべきである。 
縦組み１６ページからの「友愛の広場」は

興味深い内容がありますが、例えば２０ペー
ジ、コロナ対策と経済・社会活動両立のため
に「自粛よりもＰＣＲ」ということで、簡便
かつ短時間で分かる抗体検査を含めた「検査
の拡充」と「隔離」が重要だと消化器内科の
会員が寄稿しています。 
縦組み２１ページからのロータリーアッ

トワークでは、各ロータリークラブの活動の
紹介ですが、２７ページの「医療従事者への
感謝と差別防止プロジェクト」では、例会を
完全オンラインに移行し、昼食分を医療従事
者に配布する取組が紹介され、「コロナ禍の
飲食マナーを訴える動画を制作」では、会員
自身が制作・出演を担って、会食時の飲食マ
ナーを訴える動画を制作して公開している
取組が紹介されています。是非動画もご覧く
ださい。 
 
 
 

 



◆ニコニコボックス 
出席・ニコニコ・報告委員会 

中野麻美会員 
◇豊田文智会員 
 米山記念奨学会委員会を 
担当させて頂きます。 
1年間宜しくお願いしま 
す。 

◇小林裕治会員 
 青少年奉仕委員会の委員 
長を努めさせて頂きます。1年間頑張ります
のでよろしくお願いいたします。 

◇金見和子会員 
 社会奉仕プロジェクト委員長の金見です。1
年間よろしくお願いいたします。 

◇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。 

◇大岩もえ会員 
 広報・ＩＴ活用委員会の委員長を務めさせ
ていただきます。1年間宜しくお願いしま
す。 

◇阪中昌司会員 
 雑誌・姉妹クラブ委員長を拝命しました。1
年間よろしくお願いします。 

◇小林千晃会員 
 今年度、プログラム委員会の委員長の大任
を仰せつかりました。楽しい例会になるよ
う、一年間頑張って参ります。 

◇田口理紗会員 
 親睦出席委員会の委員長を務めさせて頂き
ます。精一杯頑張ります。 

 
■例会アワー      進行 吉田和義幹事 

 
【委員会活動計画発表】 

◇ＳＡＡ          加藤智生ＳＡＡ 
明るく楽しい例会運営を行うとともに会

員相互の交流が深められる運営に心がけま
す。 
また、ゲスト並びに来訪ロータリアンの

方々が「さすが木更津東ロータリークラブ」
と思うような運営をしていきたいと思いま
す。副ＳＡＡの有島さんと渡部さんのご指導
の下、常に優しく時には厳しく例会運営を行
っていきます。一年間よろしくお願いします。 

 
◇クラブ管理運営委員会   堀内正人委員長 
【委員全体の活動方針】 

会員同の関係を育み、 
活気あるクラブづくりを 
行ってまいります。親睦 
を深めることでクラブ会 
員の例会や事業への参加 
意欲も高まるものと考え 
ますので、明るく楽しく、そしてルールを守
ってしっかりとしたクラブ運営の一助とな
るよう活動をいたします。また、コロナ禍の
折、リモートによる例会参加や他クラブとの
交流についても検討し実施をしていきます。 

◇親睦出席委員会      田口理紗委員長 
【方針】 
例会前の挨拶・お出迎え 

や、例会時のニコニコボッ 
クス及び出席のご報告など 
を実施し、明るい例会づく 
りに貢献したいと思いま 
す。また、会員皆様の相互 
理解と親睦がより一層深まることができる
ように活動に取り組んで参ります。 
【活動計画】 
１．ニコニコボックス及び出席の報告は、委

員会メンバー全員で行い、報告者が固定
しないようにします。 

２．誕生日や結婚祝い、卓話担当者などの対
象者に、ニコニコ報告の依頼を行います。 

３．例会前に委員会メンバー全員で挨拶・お
出迎えを行います。（その際に感染対策と
してのアルコール消毒と検温を実施いた
します） 

４．毎週の例会に、多くの会員が出席しても
らえるようにお声かけいたします。 

５．ゲスト・来訪ロータリアンに対して、当ク
ラブとして最高のおもてなしができるよ
う努めます。 

６．会員ご家族のロータリークラブへの理解
が深まるように、ご家族も含めた会員同
士の交流の場として、夜間例会を開催し
ます。 
8月 22日（日）に親睦例会が予定されてお

ります。例年は BBQ をやっておりましたが、
コロナの影響で BBQは難しいと思われ、渡邉
会長のご提案により、今年はモルック大会を
企画しております。 
モルックとは、北欧スウェーデンの伝統的

なスポーツです。ルールも簡単で、老若男女
問わず楽しめます。モルックと呼ばれる木の
棒を、数字が書かれたピンに向かって投げ、
倒れたピンの数字の合計がぴったり 50 点を
目指すというものです。 
詳細は後日案内文にてご連絡いたします。 

皆様、ご家族と一緒にぜひご参加お願いいた
します。 

 
◇プログラム委員会     小林千晃委員長 

今年度、プログラム委員 
会の委員長を仰せつかりま 
した小林千晃です。 
私を含め 7 人の委員で全 

10 回の例会を担当させて頂 
きます。委員の皆様は、大 
先輩の方と同世代の方です 
が、素晴らしい方ばかりですので、今年度が
スタートする前から既に大船に乗った気持
ちでおります。 
今年度のプログラム内容は、前委員長の鶴

岡委員長がアンケートを取ってくださった
ものを参考にし、会員卓話と木更津東ロータ
リークラブの例会だからこそ聴ける外部の
方の卓話で構成していく予定です。 
卓話でお招きする外部の方は、会員増強に



繋がればいいなとも思っておりますので、ど
なたかいらっしゃいましたら、お声かけ頂け
ましたら幸いです。 

1 年間、どうぞ宜しくお願い致します。 
 
◇雑誌・姉妹クラブ委員会  阪中昌司委員長 

《雑誌》 
【活動方針】 
当クラブは、創設 54年を 

迎えます。新しいメンバー 
か増える中、私を含めロー 
タリー精神に関する理解度 
を高める機会が必要である 
と感じます。「ロータリーの反」を通じて、国
内外におけるロータリー活動の中で興味深
い話題を要約し紹介することで、情報の共有
化とロータリー精神の醸成の一助になるよ
う努めたいと思います。 
【活動計画】 
1 .毎月、第一例会日に「ロータリーの反」の

内容から興味深い記事をピックアッフし
て紹介することにより、国内外のロータリ
ー活動に関する情報の共有化に努めます。 

2.当クラブの活動計画の参考になる記事が
あれは紹介して参ります。 

《姉妹クラブ》 
【活動方針】 
国際ロータリー第 2670 地区の坂出東ロータ
リークラブとの姉妺クラブ締結は橋が取り
持つ縁ということで、1988年 4月 1 3日に成
立し、以来 33年に亘りクラプ会報、計画書の
交換や、両クラブの周年行事やガバナー輩出
年度の地区大会に相互に訪問するなどを通
じて理解と親交を深めて参りました。今年度
もこの良き関係が更に緊密なものになるよ
う交流活動を進めて参ります。 
1.年度の初例会に両クラプ会長挨拶の交換 
2.クラブ計画書の交換 
3.クラプ会報の交換  

 
◇会報・IT 活用委員会    大岩もえ委員長 

会報・IT 活用委員会の委 
員長を務めさせていただき 
ます大岩です。 
週報については、例会の 

内容を正確に記録し、今ま 
で通り毎週発行してまいり 
ます。また、委員会のメン 
バーの方にも協力していただき、今年度はよ
り多くフェイスブックを利用し、ホームペー
ジに週報をアップするなど、木更津東ロータ
リークラブの活動内容を理解していただけ
るよう PR していきたいです。一年間宜しく
お願い致します。 

 
◇研修委員会        坂井健治委員長 

初心に戻り皆さまと一緒 
に勉強をしていきたいと思 
いますのでよろしくお願い 
します。 
 

◇会員増強・研修委員会   渡辺元貴委員長 
今年度は坂井研修委員長 

ともに会員増強研修委員会 
を切り盛りして参りますの 
で、どうぞ宜しくお願いい 
たします。 
年間で３回のアワーを担 

当させていただきますが、 
そのうち１回は昨年度実施できなかった増  
強チームを再編しまして、新入会員候補者の
リストアップのためのセッションをしたい
と思います。また、残りの２回については、
渡邉慎司会長の方針に沿って、奉仕をテーマ
に卓話を計画しております。 
新入会員へのオリエンテーションは従来

通り実施いたしますが、より理解を深めるた
めにも親睦委員会などの行事にも協力して
参りたいと思います。一年間どうぞよろしく
お願いいたします。 

 
◇職業奉仕・公共イメージ委員会  

鶴岡大治委員長 
皆様こんにちは、職業 

 奉仕・公共イメージ委員 
 会委員長を仰せつかりま 
 した鶴岡です。 

本日は多少時間がある 
とのことですので、クラ 
ブ細則を紹介したいと思 
います。 
これは昨年度のクラブ活動計画書です。

ここには木更津東ロータリークラブの各委
員会の細則が記載されており、委員会のあ
るべき姿が定められております。読ませて
いただきます。 
 第１９条 職業奉仕・公共イメージ委員
会の任務 
（1）会員に職業奉仕に対する認識を深め、
その他職業奉仕の諸活動全般に対して責任
を持つ 
（2）一般世間にロータリーの歴史、目的、
規模、および活動に関する情報を提供する
と共に、本クラブのために適切な宣伝を行
う方法を考案しこれを実行する。一般世間
にとっても上から目線ですね、それはさて
おき、それをふまえ今年渡辺会長の下での
活動方針を申し上げます。①職業奉仕につ
いての理解と、実践について勉強します。
②中学生や高校生へ職業理解の場を提供し
ます。③会員相互協力を活かした職業奉仕
を検討します。 
 以上の方針にのっとり大森裕資会員叶川
博章会員佐藤文夫会員嶋津正和会員とで５
回の担当例会を開催します。１年間よろし
くお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 



◇社会奉仕プロジェクト委員会  
金見和子委員長 

社会奉仕プロジェクト委員 
長を務めさせて頂くことにな 
りました金見です。 
委員会のメンバーを紹介さ 

せていただきます。まず、大 
先輩であります内田さんと林 
さん。そして宮寺さん、竹内 
さんと共に 1 年間活動させていただきます。 
今年の活動方針といたしましては、一昨年よ

り社会奉仕委員会として活動しております、太
田山を桜でいっぱいにしようプロジェクトを継
続し太田山の清掃活動、11 月には桜の植樹を行
います。9 月には、木更津市内で社会奉仕活動を
推進している団体を招いて卓話を行いと思って
おります。 
コロナ禍で地域の皆様と共に活動することが

難しくなっておりますが、社会情勢を踏まえた
上で、委員会・委員の皆様のご協力を頂きなが
ら活動して行きたいと思っております。 
非力ではございますが、1 年間頑張らせてい 

ただきますので、皆様よろしくお願いいたしま
す。 

 
◇青少年奉仕委員会     小林裕治委員長 

みなさま、こんにちは！ 
今年度、青少年奉仕委員会 
の委員長を勤めます小林裕 
治でございます。 
今年は私を含めて叶川博 

章会員、中野麻美会員の 3 
名で活動を進めて参ります。 
活動としては、例年通り社会奉仕委員会と

連携した桜の植樹、太田山の清掃、またクラ
ブ管理運営委員会と連携したハイキング例
会、5 月のロータリー青少年奉仕月間での卓
話、また木更津総合高校インターアクトクラ
ブとの新しいコラボレーション企画の実施。
その他、年末の総合高校との街頭募金を予定
しております。 

  補足事項としましては、今申し上げた活動
を順次予定しておりますが、その時々の
COVID19 の状況を考慮した上で、安全で無
理のない活動にしていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。 

 
◇国際奉仕・ロータリー財団委員会 
              倉島和弘委員長  
【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。 
 

◇米山記念奨学会委員会   豊田文智委員長 
【活動方針】 
米山事業への会員の理解を 
深め、寄付金の拠出をお願 
い致します。 
【活動計画】 

1. 米山学友の方を例会に招 
いて卓話をしていただき、 
米山事業の意義について理解を深めます。 

2.米山奨学会への寄付金は昨年に引き続き、
会員 1 人当たり 20,000 円を目標としま
す。 

3.当クラブの奨学生の受け入れに働きかけを
行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆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 2 回目 

 「ロータリー文庫」ではロータリー章典、規定

審議会、国際ロータリー定款、国際ロータリー細

則など、様々な資料がＰＤＦとして電子データ

ーとしてダウンロードできます。ダウンロード

の際にはユーザー名とパスワードが必要となり

ます。ユーザー名：rotary-bunko パスワード：

sugahara@2021 でログインできます。 

 １世紀前の資料などもありその数は 2 万点ほ

どあります。古い資料もあり全てがＰＤＦには

なっていませんが、検索ページでは項目ごとに

分けられており、興味のある資料を探してみて

下さい。 


