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国際ロ－タリ－第 2790 地区 

SRVE 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 

◆欠席者【敬称略】      
板谷優作・佐藤丈夫・阪中昌司・嶋津正和・
鈴木秀幸・中野麻美・林田謙治・鶴岡大治・
藤野宏治・宮寺順子・堀内正人 

 

◆出席 会員４１名 ◆出席率    ７１.０５％ 
出席２７名 ◆前々回出席率 ７９.４８％ 
欠席１４名 ◆修正後出席率 ８４.６１％ 

 

◆点鐘 １２時３０分 渡邉愼司会長    
 

 

■司会進行    
有島敏夫ＳＡＡ    
 

 ◆Ｒソング斉唱  「手に手つないで」  

◆四つのテスト  
渡邉元貴会員 

  
    

 

 

【 田口理紗会員のペット 】 

みくちゃん 



◆誕生日祝い 大里光夫（6/15） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ホテルへのお礼      渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■会長挨拶          渡邉愼司会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次年度委員長の皆さんは活動方針を作成し

て準備を進めていると思います。ロータリーク
ラブは単年度制となっているので、引継ぎを各
委員会で実施して頂きスムーズに新年度が始
められるように準備をお願い致します。 
 私もロータリーに入ってから様々な委員長

を仰せつかりました。入会した次の年には親睦
担当としてニコニコボックスや出席報告をし
ていました。例会の担当時には夜間例会を４回
実施していました。バーベキュー、クリスマス
家族例会、新年親睦例会、そして最終例会です。
親睦担当の時に引継ぎで言われたことは、夜間
例会が無い月は親睦事業として飲み会を実施
するよう言われました。さすがに８回も実施す
る事は出来ませんでしたが、会員同士を知る良
い機会だったと思います。次の年度では社会奉
仕委員長となり、ぷれジョブの活動に参加する
ようになりました。毎月定例会が実施されてい
るとの事で、ぷれジョブを知る良い機会だと思
い毎月参加をして活動について聞いていまし
た。そしてもう一つ社会奉仕委員会として実施
していたのが、「教育講演会」です。竹田恒泰さ
んや白駒妃登美さんなどを招いて講演会を実
施していました。有名な方をお呼びすると予算
も多くかかり、来場者の動員なども大変な事が
多かったので、中学校にお邪魔して講演会を開
催する方式に変更して実施しました。 
 次はプログラム担当でした。年４５回の例会
中１７回も卓話の企画を行い、２，３月では８
回中７回という地獄の２カ月でした。やはり外
部からの卓話者を選定するには、２ヵ月以上前
から打診をしないとスケジュールが合わなか
ったりするのが大変でしたが、どうしてもだめ
な時は会員による卓話をして乗り切りました。
その当時は年間予定に担当委員会が記載され
ていない週は全てプログラム担当でした。そし
て、皆さんのテーブルにあります月間のプログ
ラムも毎月作成するのが仕事でした。 
 国際奉仕・ロータリー財団委員長の時は、「ヤ
ギ銀行プロジェクト」の終結について現地の協
力者であるジャガンさんと協議をしました。そ
して例会においてヤギ銀行プロジェクトにつ
いての説明と、終結に至った経緯について実施
しました。 
 職業奉仕・公共イメージ委員長の時は８回の
プログラムを担当させて頂きました。実際委員
長になるまで職業奉仕について深く考える事
はありませんでしたが、プログラムを考えたり、
実際に自分で卓話をしてみたりと大変勉強に
なりました。また、マイロータリーについても
実際にページを見てもらい登録を促しました。
職業奉仕では職場訪問を実施していた時期も
あり、私も是非会員の会社がどの様な仕事をし
ているのか知りたいと思い、藤永元会員のワタ
ナベメディアプロダクツの会社に訪問して、印
刷機械などが置いてある作業区域などを見学
させて頂きました。 
 次の年からは副会長、会長エレクト、そして
現在に至ります。会長としての仕事については
次回活動報告がありますので、そちらで詳しく
述べさせて頂きたいと思います。 
 次年度委員長の皆様には、新しい活動にもチ
ャレンジしていって頂きたいと思います。詳し
い資料があるわけではないので過去の活動に
ついて知ることは難しいですが、経験年数の長
い会員からも話を聞いて進めて頂ければと思
います。 



■幹事報告         吉田和義幹事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.幹事報告 
1) 次の例会は最終例会となります。 
 例会場を変更して夜間例会（移動例会） 
場所は東洋で開催となります。 

2）ガバナ－事務所より「【注意喚起】ウイル
スメールにご注意ください」のお知らせが 

 届いておりますので回覧いたします。 
 
2.他クラブからのお知らせ 
1）君津 RC・上総 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) 特になし 
 
4.回覧 
・ガバナ－事務所より「【注意喚起】ウイルス
メールにご注意ください」のお知らせ 

・君津 RC・上総 RC より「週報」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■委員会報告         
◆ニコニコボックス報告・ 
出席報告親睦出席委員会  

田口理紗委員長 
 
 
◇渡邉愼司会長 
 1 年間お世話になりました。会長を経験でき
た事は大変勉強になりました。  

 
◇吉田和義会員 
 いよいよ例会もあと 2回となりました。みな
さまのおかげでなんとか幹事職を務めるこ
とができました。ありがとうございました。 

 
◇加藤智生会員 
 1 年間ＳＡＡをやらせていただき、会員皆様
のおかげで無事終了することが出来そうで
す。ありがとうございました。 

 
◇田口理紗会員 
 親睦・出席委員会委員長として 1年間ありが
とうございました。来週 6/22 最後の夜間例
会もがんばります。皆様の参加をお待ちして
おります。 

 
◇小林千晃会員 
 1 年間ありがとうございました。今年度半分
以上はＺＯＯＭでの参加でＳＡＡの加藤さ
んと吉田幹事にお願いすることが多くとて
も感謝しています。 

 
◇大岩もえ会員 
 1年間ありがとうございました。 
 
◇渡邉元貴会員 
 1 年間お世話になり、なんとかやる事ができ
ました。皆様に心より感謝申し上げます。 

 
◇坂井健治会員 
 会員増強・研修委員長として一年間お世話に
なりました。ありがとうございます。 

 
◇林孝二郎会員 
 社会奉仕プロジェクト委員長を金見さんの
あとを継いで務めさせていただきました。青
少年奉仕委員会との共同事業も多かったの
ですが両委員会の委員の皆様、そして会員の
皆様のご協力で無事計画通りの活動ができ
ました。 

 
◇青少年奉仕委員長 小林裕治会員 
 
◇豊田文智会員 
 本年度、米山記念奨学会へのご協力ありがと
うございました。 

 
◇大里光夫会員 
 本日で 53 歳になります。これから 1 年は記
憶に残る年になりそうです。ありがとうござ
います。 

～ロータリーについて知ろう～   

第 27 回目 

 今年の国際大会はアメリカ合衆国テキサ

ス州ヒューストンにて開催されています。

期間中はセレモニーや多くのプログラムや

イベント、友愛の家と呼ばれる会場が設営

されています。友愛の家では世界各国のク

ラブによる活動を紹介するブースや、ロー

タリーグッズや開催地域のお土産や商品を

売るブースがあります。 

 登壇者には普通なら話を聞けないような

著名人などもスピーカーとして登場しま

す。1 週間程度に渡り開催されますが、国

際大会に参加するとロータリークラブが世

界的な団体であることが実感できます。 

 来年は同時期にオーストラリアのメルボ

ルンで開催されます。参加費が段階的に高

くなっていきますので、参加してみたい方

は早めに申し込むと良いかもしれません。 

 

 

 



■例会アワー   
進行：吉田和義幹事 

 
テーマ 

「一年を振り返って」 
 
 
 
◇会長 渡邉愼司会長 
本年度は「奉仕する大切さ 

を忘れずに」をスローガンに 
掲げ１年間活動してまいりま 
した。しかしコロナウイルス 
との戦いとして、対外的な活 
動の自粛や大勢での活動が制 
限されている中で、新しい活動を見つけてい
くのは大変難しい面がありました。 
当初よりコロナウイルス蔓延に伴う緊急事

態宣言や、まん延防止措置の適用などによって、
例会を休会することなく進めていきたいとい
う当初の考えのもと、緊急事態宣言時において
はリモート例会を実施しました。リモート例会
においては実施した事により、良い点と悪い点
がわかった事も一つの成果かもしれません。 
 また、夏のバーベキューについては時期的な
ものを考慮して「モルック大会」に変更したこ
とにより、親睦事業も計画通り実施する事がで
きました。残念だったのは地区大会が会長幹事
以外リモートになってしまった事です。その他
にも地区の行事についてはリモートや、延期や
中止など変更が多くありました。全体を通して
例年通りの活動が行えたのではないかと思い
ます。それも会員皆さんの感染予防対策と、委
員長さんのしっかりとした準備や当日の指示
があったからだと感謝いたします。そして、木
更津総合高校のインターアクト部との交流も
深める事ができ、今後の連携に期待をしたいと
思います。 
 会長としてやり残したことがありますが、そ
の理由の一つは会長エレクトの時に次年度の
活動について考えを巡らせ、活動に必要な事柄
や委員長の選出などを早い時期から行うべき
だったと反省しています。今後会長になられる
会員の方には、会長エレクトになった時から次
年度の会長の仕事の準備をしていく事が、会長
年度を実りあるものにする為に必須だと思い
ます。 
 
◇ＳＡＡ   加藤智生ＳＡＡ 
◇副ＳＡＡ   有島敏夫・渡部和夫副ＳＡＡ 
コロナ禍により web 配信の例 

会もありましたが、皆様のお蔭 
をもちまして円滑な例会運営を 
することができたと思います。 
誠にありがとうございます。 
また、副Ｓ.Ａ.Ａの両名には 

多くの学びを頂いたことに改め 
て感謝申し上げます。一年間ありがとうございま
した。 
 

◇クラブ管理運営委員会  堀内正人委員長  
代読：吉田和義幹事 

コロナを物ともせず、zoom を積極的に導入
することで、休会することなく例会を開催す
ることができました。これらは渡邉会長のご
尽力によるものであります。 
例会以外にも様々な活動を行うことができ

ましたが、これらも全て担当委員長の方々の
おかげであります。ということで、私は特段
何もしていない 1 年間となりましたので、皆
様への感謝の気持ちしかございません。 
  
◇親睦・出席委員会       田口理紗委員長 
例会前の挨拶・お出迎えや、 

例会時のニコニコボックス及 
び出席のご報告に加え、計 4 
回（内 1 回は 6月 22日実施予 
定）の親睦例会を行うことが 
出来ました。委員会の皆さん、 
事務局の清水様はじめ、会員 
の皆様のご協力ありがとうございました。 
通常例会では、ニコニコボックス・例会出

席の発表を委員会メンバー全員で行うように
し、報告者が固定しないようにしました。ま
た、新しい会員の方にニコニコボックスやメ
イクアップなどのロータリーの仕組みについ
てお伝えし、理解が深まるように努めまし
た。 

2021 年 11 月 7 日の親睦例会「モルック大
会」では、会員 18 名、会員家族 13 名、合計
31名の参加があり、初めてのモルック大会で
したが、子供たちに楽しんでもらえたと思い
ます。 

2021 年 12 月 22日のクリスマス夜間例会で
は、会員 25名、会員家族 14名、合計 39名の
参加がありました。感染症対策を考慮し、演
奏会というかたちで行うことができました。 

2022 年 5 月 8 日青少年奉仕委員会とのハイ
キング例会では、例年とは違うコースをまわ
ることになりました。会員 20名、会員家族 9
名、ＢＩＧ＆Ｒとインターアクト 61 名、その
他併せて合計 100 名の多くの参加があり、無
事終えることができました。 
最後の夜間例会は 6月 22日（水）18 時から

東洋で計画しております。詳細は調整中です
が、多くの会員様に参加いただけるように努
めます。 
イベントの企画をもっと早期から準備を進

めるべきであった点、委員会内の連携をもっ
と深めた方が良かった点が反省点です。クリ
スマス例会では、企画したときが遅く、時間
がないなか近藤会員に調整いただきました。
また、委員会メンバー一人ひとりに役割を決
め、手分けして準備することで、より効率的
に計画できたと思います。 
 
 
 
 
 
 



◇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 

委員長を仰せつかっておりま 
す、小林千晃です。 
当初は、前年度の鶴岡大治 

委員長の流れでの会員卓話と、 
増強にも貢献したいとの思い 
がありましたので、今後ロー 
タリー会員になりそうな外部の方の卓話での
構成を考えておりましたが COVID19 の影響も
あり、外部の方に卓話の依頼をかけてもお越
し頂く事がなかなか難しい状況でした。その
中で延び延びになっていた新会員卓話が着々
と済んだことは良かったかな？と思っており
ます。 
また今年に入ってからは、弊社が医療機関

と連携していることもあり、私自身が例会に
参加することができず、SAA の加藤さん、吉田
幹事に沢山助けて頂き、本当に感謝しており
ます。 
 
◇雑誌・姉妹クラブ委員会 阪中昌司委員長 

代読：吉田和義幹事 
≪雑誌≫ 
コロナ禍におけるリモート例会を除き、毎

月第一例会の時に「ロータリーの友」の中で
興味深い話題を要約し紹介いたしました。 
≪姉妹クラブ≫ 
1.年初にメールにて坂出東 RCと挨拶文の交換
を行いました。 

2.10 月 13 日に昨年に引き続き、坂出東 RCと
の ZOOMによる合同例会を開催いたしまし
た。 

 
両会長と双方のパストガバナー及び若手会

員計 6名が、交互に挨拶するという形でエー
ルの交換をしました。準備は十分とは言えま
せんでしたが、渡邉会長のご尽力により通信
もスムーズに繋がり、順調に進行し、和やか
な雰囲気の中で無事に合同例会を開催するこ
とが出来ました。 
 
◇会報・IT 活用委員会   大岩もえ委員長 
週報については、一年間、 

皆様のご協力もあり、スムー 
ズに週報を作成することが出 
来ました。ありがとうござい 
ました。作成した週報をホー 
ムページにアップすることに 
ついては、クラブ管理運営委 
員会堀内委員長のご協力いただきました。感
謝致します。 
また、フェイスブック等を利用し、木更津

東ロータリークラブの活動内容を理解して頂
けるような広報活動を行うよう活動方針をた
てておりましたが、残念ながら達成すること
が出来ませんでした。こちらに関しては、積
極的に委員会の中で話し合いをし、委員会メ
ンバー全員で協力して活動出来れば達成出来
たのではないかと反省しております。 
以上、報告とさせていただきます。 

◇会員増強・研修委員会    渡邉元貴委員長 
◇研修委員会              坂井健治委員長 
渡邉会長の掲げたテーマに 

沿って次の活動をさせていた 
だきました。 
 
1）例会プログラムの実施 
・9/29  
ＲＩ2790 地区 2021-22 年度 
クラブ奉仕・会員増強・基盤向上委員長 
高橋昌宏氏（千葉ＲＣ所属） 

・3/2 
新会員候補者リストアップ グループセッ
ション 

・5/25  
ＮＰＯ法人ＡｌｏｎＡｌｏｎ理事長  
那部智史氏 
「ビジネスの力で社会課題を解決する」 
 

2）親睦委員会との協力行事  
懇親会を開催する予定でしたが、開催でき
ませんでした。 
 

3）新会員へのオリエンテーション 
3 名の新会員へオリエンテーションを実施い
たしました。 
 

※新会員候補者 25 名のリスト並びにご案内の
ための簡易チラシを作成したので、次年度
に引き継いで参ります。 

 



◇職業奉仕・公共イメージ委員会  
鶴岡大治委員長 代読：吉田和義幹事 

コロナ禍の影響により、中学生や高校生へ
職業理解の場を提供することができませんで
したが、下記 5回の例会を実施したことによ
り会員に職業奉仕の理解を深めることができ
たと考えています。 

 
例会 テーマ 卓話者 

9 月 8 日 おいでよ地区委員会 堀内正人会員 

12 月 8 日 ロータリーの歴史と

職業奉仕 

第 2790 地区 

職業奉仕委員会 

青木忠茂委員長 

1 月 12 日 今年はどんな年 （株）陵石匠会長  

足立宗禅様 

3 月 9 日 弁護士のお仕事教え

てください 

松岡邦佳会員 

4 月 20 日 宮司さんのお仕事教

えてください 

八剱八幡神社宮司  

八剱隆様 

 
◇社会奉仕プロジェクト委員会 林孝二郎委員長 
金見委員長の下にスタートした 

当委員会でしたが、金見さんの急 
逝により私が年度後半を引き継ぎ 
ました。活動結果を報告します。 
 
9月 15日  9月第 3例会  
木更津みち案内人協会の鈴木許 
之さんを講師に迎え、「歴史とロマンの街木更津」
をテーマに卓話を行いました。 
 
11月 21日  11月第 2例会  
太田山桜植樹と公園探索  
太田山に 5本の桜植樹を行うとともに、木更津み
ち案内人協会の鈴木許之さんをゲストに迎え、太
田山の石碑等の解説を伺いました。また昨年に引
き続き、青少年奉仕委員会の協力を得て BIG&R
のボーイスカウト、ガールスカウトの皆さん、木更津
総合高校インターアクト部の皆さんの参加を得て
実施することができました。 
 
2022年 1月 19日  1月第 3例会  
石田会員の紹介で木更津市史近現代部会長の池
田順さんを迎え、「幻に終わった木更津の副県都
構想」をテーマに卓話を行いました。 
 
2月 20日  2月第 3例会   
例年 7月に行っていた大田山清掃を、今年度河
津桜の開花時期に合わせて計画しました。残念な
がら当日、雨天のため室内での例会開催とし、「千
葉での源頼朝の足跡」と題して担当委員長の林が
卓話を担当しました。 
 
4月 6日  4月第１例会   
大里会員の紹介で（株）エンゼル薬局代表取締役
の斎藤武さんを講師に迎え、「もののみかた 様々
な社会問題を多角的な視座で問題解決へと導くた
めに」をテーマに卓話を行いました。 
 
 

◇青少年奉仕委員会    小林裕治委員長 
青少年奉仕委員会・委員長を 

仰せつかっております、小林裕 
治です。今年度の実施した活動 
及び、インターアクト会議の参 
加についてご報告申し上げま 
す。 
2021 年 8 月 18 日  
第 54 回インターアクト年次大会 参加。 
 
9 月 7 日  
令和 3年度 第 2 回インターアクト合同会議 
参加。どちらの会議も私と叶川会員の 2 名で
ZOOM にて参加いたしました。この合同会議で
の要点としては、covid19の影響により、今年
度の海岸清掃環境保全プロジェクト（千葉県
の海岸）、世界ポリオデー祈願プロジェクト
（成田山新勝寺）、地区大会の参加について、
インターアクトとしては、参加を見送る事と
なりました。 
 
11 月 20 日  
桜の植樹と清掃活動：社会奉仕プロジェクト
委員会と B・I・G と共同実施。また、「木更津
みちの案内人協会」鈴木様に公園内の歴史を
解説していただいた。新千葉新聞社へ取材依
頼、後日掲載された。 
 
12 月 20 日  
総合高校インターアクト部主体の歳末助け合
い募金活動に応援参加。午後 3 時～4 時の 1 時
間。社会奉仕プロジェクト委員会と共に木更
津駅東口で実施。新千葉新聞社へ取材依頼、
後日掲載された。 
 
2022 年 2 月 20 日  
太田山公園清掃、covid19対策のため B・I・G
に参加をご遠慮頂き RC 会員のみでの実施予定
だったが、雨天により中止、代替例会として
レストラン東洋にて林・社会奉仕プロジェク
ト委員会委員長による卓話をいただいた。 
 
3 月 9 日(水)  
第 3 回インターアクト合同会議：千葉市民会館 
Covid19対策のため顧問教諭と地区委員のみで
開催。それにより不参加となる。 
 
3 月 16日(水)  
例会にて、ボーイスカウト第 2 団 高橋克典
様、ボーイスカウト第 3団 酒井秀子様、大
原玲子（おおはられいこ）様、ガールスカウ
ト第 14団 田中幸子様の代理、新井なぎさ様
をお招きして、各団体に補助金をお渡しし
た。（※青少年奉仕委員会の予算より） 
 
5 月 8 日(日)  
ハイキング例会実施：「木更津みちの案内人協
会」の案内人様のご協力のもと親睦・出席委
員会と共同実施（元々は 4 月 20 日(日)が実施
予定日であったがボーイスカウトの総会が当
日、重なるため 5/8日曜日に延期された） 



5 月 17日(火)  
第 4 回インターアクト合同会議：千葉市民会館
（叶川会員 参加） 
 
5 月 18日(水)  
例年 5月が青少年奉仕月間であることから、
木更津総合高等学校インターアクト部へ卓話
を依頼・実施。また、今年度、渡邉会長から
仰せつかっていた「インターアクトクラブと
のコラボ企画」として、例会後に林会員のご
協力のもとホテル社会科見学ツアーを実施。 
 
6 月 15日（水) 
例会「一年を振り返って」以降の予定。 
 
6 月 24日（金）  
インターアクト第５４回指導者講習会：南総
文化ホール（叶川会員参加予定） 
 
6 月 25日（土）  
第 45 回ライラセミナー：ホテルニューオータ
ニ幕張（都合により不参加） 
                              
【まとめ】 
今年度、新たに実行した事柄兼、 

引継ぎ事項の報告 
・B・I・G と共に活動した際の例会の週報を各
団体の担当者にデータでお送りした。 

・みち案内人協会の皆様には、（パソコン、メ
ールしないとの事で）鈴木様を通して（紙
ベースの）週報をお渡しした。 

・桜の植樹、ハイキング例会の際にグループ
分けをして活動をした。また、各グループ
の名簿も作成して、「どこの誰と共に活動し
たか？」を可視化した（親睦と時勢柄の 2
つの意図で）。 

・桜の植樹、年末助け合い募金活動の際に、
新千葉新聞社に取材のお願いをした。ま
た、後日掲載された。 

・ボーイスカウト木更津第 3団とインターア
クト部は新千葉新聞を購読していないた
め、新聞記事を写真に撮って、そのデータ
をメールでお送りした。 

・5月の青少年奉仕月間の際に、木更津総合高
等学校インターアクト部に卓話を依頼、テ
ーマは「インターアクトの概要、歴史、今
後の活動」として、インターアクトについ
て、新会員に知って頂く事、既存会員には
復習の意味を込めて企画した。インターア
クト部との繋がりを強化する為、毎年恒例
にする。 

 
また、例会終了後にインターアクト部の 2
年生を招き、社会科見学を兼ねてオークラ
アカデミアパークホテル見学ツアーを実
施。部員のみんなが、木更津東ロータリー
クラブや その例会場に少しでも馴染んで
もらえるように、そして今後、例会場のあ
るこのホテルに来るのが楽しみになるよう
に！という願いから企画しました。毎年参
加する部員が変わる事から（現在の 1年生

が、次年度 2 年生になります）この見学ツ
アーも毎年恒例にしたいと考えています。 
 

◇国際奉仕・ロータリー財団委員会 
             倉島和弘委員長 
コロナ禍での国際奉仕活 

動に制限を受け活動報告な 
どの情報が乏しい中、担当 
例会について下記の通り実 
施しました。 
 
【2月第 1 回例会  

通算第 2547回例会（2022.02.02）】 
当クラブ会員であり、第 2790地区補助金プ

ロジェクト委員会の委員長でもある堀内正人
会員に「TRFの基本的なお話 （おいでよ地区
委員会）」と題し、国際奉仕ロータリー財団の
基本的な活動内容(財団の歴史、財団の概要、
ロータリー財団への寄付など)について卓話を
頂きました。 
 
【4月第 2 回例会  

通算第 2555回例会（2022.04.13）】 
吉田幹事にサポートいただき、9.11 をきっ

かけにフリーランスのフォトジャーナリスト
として活躍されている川畑嘉文様に「無関心
のすぐそばにある人生」と題した世界の難民
の状況について卓話を頂きました。 
 
◇米山記念奨学会委員会  豊田文智委員長 

10月 20日例会において、 
地区米山記念奨学会委員会 
の森委員長様に、卓話をお 
願いし、米山記念事業の基 
礎的なお話を頂きました。 
会員にはこの事業を理解頂けたと思 
います。 
その後、会員の皆様に寄付をお願いしとこ

ろ、多くのご寄付を頂くことが出来ました。
ここで改めて会員の皆様に感謝を申し上げま
す。 
また、2 月 9日の例会においては米山記念奨

学生のウニバトさんに卓話をお願い致しまし
た。大学は千葉大学、出身国は中国、世話ク
ラブは君津ロータリークラブでした。 
その後、奨学生の世話クラブに木更津東ロ

ータリークラブの渡邉会長にエントリーして
いただき、重ねてお礼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◆点鐘 １３時３０分 渡邉愼司会長 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

 

本日のメニー 

 


