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THE WEEKLY NEWS 

2022-23 年度国際ロ－タリ－テ－マ 

イマジン ロータリー IMAGINE ROTARY 

第１回例会 NO.2565 

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

【 2022-23 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】      
石井・近藤・嶋津・鈴木（桂）・鈴木（芳）中野・林田 

 

◆出席 会員４２名 ◆出席率     ８２.５％ 
出席３３名 ◆修正前出席率 ７１.０５％ 
欠席 ９名 ◆修正後出席率 ８６.８４％ 

 6/24 フェアウェルパーティー 
 山田 

 6/24 第 54 回指導者講習会 
 叶川 

 6/24 21-22 年度地区 AG／委員長会議 
 堀内 

 6/30 令和 4 年度木更津市交通安全推進協議会 
 大里 

 7/1 第 22 回全国産地シンポジウム 2022 ブルーベ
リーin 木更津 
 渡邉（愼）・堀内・大里 

 7/2 世話クラブ・カウンセラーセミナー 
 渡邉（愼） 

 7/4 会計監査会議 
 渡邉（愼）・吉田・佐藤・内田（稔） 

 7/6  21-22 年度理事会 
 渡邉（愼）・松岡・大里・堀内・吉田・石田・

佐藤（文）・加藤・鶴岡・林・倉島 



■ゲスト・来訪ロータリアン紹介 
大里光夫会長  

◇2021-22 年度 RI 第 2790 地区第 5 グループ 
ガバナー補佐 梶暉芳様 
幹事        平野弘和様 

◇木更津 RC 会長        大村富吉様 
◇木更津 RC 会長エレクト    大川健士様 
◇袖ヶ浦 RC 会長         福原孝彦様 
◇袖ヶ浦 RC 幹事        鈴木貴志様 
 
◆ガバナー補佐挨拶        梶暉芳様 

第５グル－プガバナ－補佐就任挨拶の前に、

当木更津東ロ－タリ－クラブの皆様方に感謝

の言葉を述べさせて頂きます。山田ガバナ－就

任時、貴クラブに対しまして親クラブの木更津

ロ－タリ－クラブが非常に不誠実な対応をと

り、貴クラブに多大なる不快感を与え、以降お

互いに棘の刺さったギクシャクとした期間が

ありました。２０１５年度、私が木更津ロ－タ

リ－クラブの２度目の会長在任中に、何とか関

係を修復致したいとの当クラブからの申し出

に対し、貴クラブの執行部並びに会員皆様方が

ご理解くださいまして、心暖かくお迎え下さい

まして合同例会を開催することが出来、以前の

ような親しい関係を再構築出来ましたことに

関しまして厚く御礼申し上げます。 

さて、ジェニファ－Ｅ,ジョ－ンズ２０２２

‐２３年度 RI 会長（カナダ出身）は IMAGINE 

ROTARY との今年度のテ－マを掲げましたが、こ

れは過去を考えるのではなく、未来に向かって

ロ－タリ活動を楽しみながら奉仕活動に邁進

致しましょうとのメッセ－ジです。 

２０２２‐２３年度第２７９０地区小倉ガ

バナ－は、ＤＥＩを理解しつつ、元気で楽しい

ロータリ－の奉仕活動を心掛け、「千葉から世

界を変えていこう」と当地区のスロ－ガンを掲

げ活動することを提唱されました。そのために

も近隣グル－プとの活発な交流、地区内でのロ

－タリ－クラブ同士の交流を積極的に行うこ

とを勧めております。 

当グル－プでは、財団補助金を活用しての第

5グル－プ全体奉仕活動として、本年１１月６

日に開催予定の東京湾アクアラインマラソン

のゴ－ル付近にて、完走された参加選手に木更

津ロ－タリ－クラブ会員の農園にて栽培され

ました冷凍ブル－ベリ－を提供し、完走を称え

る活動を計画しております。これはロ－タリ活

動の広報活動の一翼を担えるものと考えてお

ります。また当クラブも第５グル－プ内の他ク

ラブとの合同例会を積極的に計画し、大いに親

善を深めながら楽しい有意義なロータリ－活

動を推進して頂けますようお願い致します。 

昨年度揉めましたガバナ－補佐の指名につ

きましては、寒郡ガバナ－ノミニ－までは、各

グル－プ内での話し合いによる指名決定を尊

重するとのお話です。 

２７９０地区内のグル－プ再編成につきま

しては、議論が尽くされていないに状況下で公

表し混乱をまねきましたが、この件につきまし

ては当分の間凍結するとのことです。 

当木更津東クラブの会員皆様方に置かれま

しては、来年 6月 30 日までの今年度任期中、

第５グル－プガバナ－補佐としての活動を支

えて頂きたくお願い申し上げます。 

 

◆第5グループ幹事挨拶     平野弘和様 

 

◆木更津 RC 会長挨拶      大村富吉様 



 

皆様こんにちは。 

木更津ロータリークラブの大村富良でござ

います。能城幹事と新年度のご挨拶にお伺いい

たしました。 

私は平成 17 年に木更津ロータリークラブに

入会しました。仕事は会社員をしておりました

が、平成 15 年から木更津市議会議員をしてい

ます。 

木更津ロータリークラブの活動方針の中に、

親睦が図れるように、会員一人一人が理解し合

えるように楽しい例会にする。また、第５グル

ープ内のクラブ例会などに参加して他クラブ

と交流する。としています。木更津東ロータリ

ークラブの皆様と親睦を図りながら、一緒に奉

仕活動が出来たらと考えています。今年はちば

アクアラインマラソンがあります。木更津ロー

タリークラブでは、当日は移動例会を考えてい

ますので、詳細が決まりましたら、お声をかけ

させていただきます。 

ロータリーの奉仕活動に努力して参りたい

と思いますので、一年間よろしくご指導賜りま

すようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。 

ありがとうございました。 

 
◆木更津 RC 会長エレクト挨拶  大川健士様 

 

 
◆袖ヶ浦 RC 会長 挨拶      福原孝彦様 

 

木更津東ＲＣの皆様こんにちは、２０２２－

２３年度 袖ヶ浦ＲＣ 会長の福原孝彦でご

ざいます。本日は鈴木幹事と伺わせていただき

ました、挨拶の時間を頂き感謝申し上げます。

コロナ過の中それぞれのロータリークラブは

活動が十分にできなかったのではないでしょ

うか、２０２１－２２年度の活動は消化不足の

時期ではなったかと思います、袖ヶ浦ロータリ

ークラブも各種の行事が予定通りにいかず、研

修委員会などは大変でした、木更津東ロータリ

ークラブはいかがでしたでしょうか？ 

さて、世界に目を向けるとウクライナ情勢の

悲惨さ、台湾海峡の緊張、世界経済の激変と世

界は目まぐるしく変化しています、私たちの情

報アンテナには入ってこない悲惨な世界も広

がっているようです、ロータリアンとして何が

出来るのか改めて考えさせられました、ロータ

リーは世界中で親善や平和を築くための助力

を目的にしています。ロシアにもロータリーク

ラブはあるようですが、どんな力を持っている

かは不明です。 

ロータリーはポリオ撲滅や国際教育、平和、

識字率向上など各種のプログラムを開発し世

界貢献をしている組織です。ウクライナにも多

くの援助を行っています、ロータリーを通じて

平和な世界が広がることを願っています。 

木更津東ロータリークラブ様とは近隣のク

ラブです、親睦を深めながら、お互いの情報交

換をさせていただき、資質の向上とともに奉仕

活動に進めて行きたいと思います。よろしくお

願い申し上げます。 

本日は有難うございました。 



 
■新会員入会式      松岡邦佳 S.A.A. 

① 新会員紹介新会員 佐藤優希様 
② ロータリーの目的・四つのテスト贈呈 
③ ロータリーピン贈呈 

 
④ 援助会員指名 
⑤ 推薦者挨拶 
⑥ 新会員挨拶 
⑦ 委員会配属発表 
 
■認証状伝達式  

渡邉直前会長より➡大里光夫会長へ 
 
■役員就任式   紹介者 松岡邦佳 S.A.A. 

◇会長             大里光夫様 
◇直前会長           渡邉愼司様 
◇会長エレクト         堀内正人様 
◇副会長            近藤直弘様 
◇幹事             石田 亨様 
◇会計             佐藤丈夫様 
◇S.A.A             松岡邦佳様 
 
■理事会構成メンバー紹介 
◇会員増強・研修委員長     加藤智生様 

◇職業奉仕委員長        藤野宏治様 
◇社会奉仕委員長        宮寺順子様 
◇国際奉仕委員長        林孝二郎様 
◇副幹事            小林裕治様 
 
■地区委嘱状伝達      大里光夫会長 

◇地区諮問委員 

◇地区資金監査委員 

◇財団資金監査委員 

◇地区立法案検討委員 
山田修平様 

◇地区財団資金管理・寄付推進委員長 
堀内正人様 

 
■会長挨拶・報告      大里光夫会長 

 

はじめに、本年度２７９０地区ガバナー補佐でありま

す、木更津ＲＣ梶ガバナー補佐、平野幹事、木更津

ＲＣより大村会長、能城幹事、袖ヶ浦ＲＣより福原会長、

鈴木幹事、皆様におかれまして大変お忙しい中、当

クラブの第一例会にお越しいただきまして誠に有難う

ございます。一昨日、小生と石田幹事と共に袖ヶ浦Ｒ

Ｃ様の第一例会に参加させていただいた際には温か

く迎えてくださり重ねて感謝申し上げます。 

これから新年度がスタートします。会長職の重責を

改めて感じておりますが、年間のクラブ計画を立てな

がら感じましたことは担当委員会の役員の方たちを

先頭に会員相互に親睦を図りながら奉仕活動を楽し

むことが出来たら素晴らしいということです。例会にお



いてクラブ事業や卓話の準備を話しながら食事をす

ることは、普段では発見できない互いの一面に気付く

ことも有ると思います。例会場に足を運ぶことが楽し

みになる例会運営に取り組んで参りたいと思います

ので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

小生がロータリークラブに入会させていただいたの

は、平野秀和会員の紹介です。２０１１年に入会しま

して当時の会長は青木和義元会員でありました。歴

代会長が大勢の前で機知に富みユーモアを交えな

がら話をするのを拝聴しながら遠い存在と思っており

ました。ボランティアの意識の希薄な私でしたが、皆

様と触れ合いご支援いただきながら少しずつ自分の

中でも奉仕に対する変化が生まれております。改め

て会員の皆さんとの出会いに感謝しながら会長職を

勤めてまいります。 

１年間どうぞよろしくお願いいたします。 
 
■記念品目録贈呈      大里光夫会長 
◇渡邉愼司直前会長へ 
◇吉田和義直前幹事へ 

 

 
◇直前会長挨拶      渡邉愼司直前会長 

昨年度は大変お世話になりました。本日この

ように無事に引き継ぐことができ大変ほっと

しています。松岡年度と私の年度の２年間はコ

ロナウイルスによる影響が大きく、事業の変更

などが必要でした。会社でも様々な団体でも、

長の付く役職は大変なものがありますが、終わ

った時には肩の荷が下りるというというのは、

このような状況だと実感しています。本年度は

直前会長という事で、何もやることが無い役に

なりますので、手が足らない時はご協力致しま

すので、ご相談いただければと思います。コロ

ナが収まったりぶり返したりと、今後もどの様

になるのか分かりませんが、大里会長には１年

間当クラブを力強く引っ張っていって下さい。

よろしくお願いいたします。 

 
◇前年度幹事挨拶     吉田和義直前幹事 
 
◇事局の鍵引継ぎ   吉田和義直前幹事より 
 
◇前年度決算報告   佐藤弘前会計理事より 
 
◇監査報告         内田稔会員より 

 
 
◇ゴルフ愛好会会長賞贈呈 大里光夫会長より 

 
    ゴルフ愛好会 坂井会員 

 
■幹事報告           石田亨幹事 

 

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)  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) 成田 RC より「事務局及び例会場 名称変
更のお知らせ」が届いておりますので回覧
いたします。 

2) 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「令和 4
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。 

 
4. 回覧 
・坂出東 RC より「新年度ご挨拶」 
・成田 RC より「事務局及び例会場 名称変

更のお知らせ」 
・君津 RC より「週報」 
・木更津市交通安全推進協議会より「総会資

料及び令和 4 年夏の交通安全運動の実施に
ついて」 

 
■委員会報告 
 

◆ニコニコボックス報告   大岩もえ会員

 

◇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、地区財団資金管理・寄付推進委員長

を仰せつかりました。ロータリー財団への寄
付をお願いする委員会です。皆様よろしくお
願いします。 

 
◇大里光夫会員 
 本年度、会長として一年間宜しくお願い致し

ます。 
 
◇渡邉愼司会員 
 去年度、1年間会長としてお世話になりまし
た。ゆっくりと食事が取れるようになりまし
た。本年度は直前会長として活動させて頂き
ます。（アクアコイン 9631） 

 
◇石田亨会員 
 不慣れなことや勉強不足なことがあるかと

思いますが、会長や先輩方のご指導ご鞭撻を
いただき元気に精一杯頑張ります。一年間幹
事としてよろしくお願いします。 

 
◇山田修平会員 
本年度、 
・地区諮問委員 
・地区立法案検討委員 
・地区資金監査委員 
・財団資金監査委員 
の委嘱状を頂きました。 
第 2790 地区の為に頑張ります。 

 
◇第 5 グループガバナー補佐 梶暉芳様 
就任の挨拶にまいりました。1年間よろしく
お願いします。 

 
◇木更津ＲＣ 大村富吉様 
 1 年間よろしくお願い致します。 
 
◇袖ヶ浦ＲＣ 福原孝彦様・鈴木貴志様 

1 年間よろしくお願い致します。 
 
◆出席報告          大岩もえ会員 
 
■例会アワー         大里光夫会長 
『クラブ運営方針』 
（時間がなかったため次の例会に持サル学の現在
ち越します） 
 
◆点鐘  大里光夫会長   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 


