
５・６月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 点    鐘   会  長  市原豊彦 

 ソ  ン  グ   「君が代」 

          「奉仕の理想」 

 唱    和   「四つのテスト」 

 会 長 挨 拶    会  長  市原豊彦 

 幹 事 報 告   幹  事  上原広嗣 

 プログラム 

  第一例会につき 結婚・誕生祝い 

  奨学金授与（ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん） 

  会長総括 

  各委員会総括 

 

 

「誕生祝」 倉石昌治会員  齋藤逸朗会員 

      上原広嗣会員  土屋俊夫会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記日祝」 小林定雄会員  土屋俊夫会員 

        倉石昌治会員  前川成吉会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」 向後雅生夫人 計子様 

        高田一行夫人 起余江様 

        倉石昌治夫人 厚子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奨学生自己紹介」 

こんにちは、初めまして。

明海大学経済学部 3年生

のチュルーンバト ビャ

ンバツェツェグです。出

身はモンゴルです。生ま

れも育ちもモンゴルの一

番北の方のオブス県で、

ロシアと近いところです。 

例会報告（令和２年６月１１日） 

令和 2年 6月 18日発行 NO.2286 第 2439例会  会長 市原 豊彦   幹事 上原 広嗣   会報委員長 安藤 卓造 

市原会長/向後会員 

土屋会員/市原会長/小林会員 

齋藤会員/市原会長/上原幹事/土屋会員 



会長挨拶 

理事会報告 

幹事報告 

興味があるのは読書・卓球・テニスです。少しピア

ノが弾けます。話せる言語は、モンゴル語・日本語・

英語・少しロシア語もできます。今後ともよろしく

お願いします。 

 

「奨学金授与」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」 

第17代会長 

川島 宭会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。やっと、新型コロナウイルス

拡大の緊急事態宣言も解除され、少しは気分的にも

楽になってきたのではないでしょうか？久しぶりの

例会で皆さんそれぞれが集まって、なにか懐かしく、

新鮮な感じがしています。今年度も残すところ 3週

間あまりとなりました。今日は、例会に初めて米山

奨学生のビャンバさんが来られております。これか

ら 2年間、よろしくお願い致します。 

 

 

 

第 12回定例理事会 

日時：令和 2年 6月 4日（木）午前 11：00～ 

場所：あづま庵 

議題 

第 1号議案．5月度会計承認の件 

       承認 

第 2号議案．6月例会の日程及び内容の件 

       11日（通常例会） 

       18日（通常例会） 

       25日（夜間移動例会） 

       ※クールビズで可 

第 3号議案．次年度ガバナー公式訪問 

      ガバナー補佐訪問の件 

       10月 29日（ガバナー公式訪問） 

       10月 15日（ガバナー補佐訪問） 

第 4号議案．会長幹事・慰労会の件 

       6月 25日ホテルサンモール 

       （退会会員の送別会兼） 

第 5号議案．テント寄贈の件 

       次年度に持ち越し 

第 6号議案．事務所電話をひかり電話へ変更する件 

       承認 

第 7号議案．2020-21年度会費について 

       内規７条により、会費補填をする。 

       相殺後の会費は年額１８万円 

第 8号議案．2019-20年度決議審議会クラブ提出決

議案承認の件 

       会長一任 

第 9号議案．その他 

       次年度活動計画書の配布時期は 

7月末予定 

 

 

○例会のお知らせ 

・茂原中央 RC・大網 RC 

・八日市場 RC・銚子 RC 

・東金 RC・多古 RC 

○会報受領クラブ 

・旭 RC・小見川 RC 

・成田コスモポリタン RC 

・多古 RC 

○ガバナー事務所より 

・ガバナー月信号外 ・コーディネーターニュース 

市原会長/ビャンバさん 



各委員会報告 

会長総括 

各委員会総括 

・財団室ニュース 

○その他 

・財団学友会 50周年記念式典、総会 延期のご連絡 

・米山梅吉記念館 50周年記念式典館報 

・Zoom講習会のご案内 ・Rレート 1ドル＝108円 

・ハイライトよねやま ・風の便り 

・横芝光町社会福祉協議会より マスクのお礼状 

・ロータリー青少年交換生募集 

・発明クラブ開校式中止のお知らせ 

・芝山町よりマスクのお礼状 

 

 

◇親睦委員会より   委員長：渡邊孝文 

今日の 18：30から、東金の田中商店さんをお借りし

て親睦会を行いたいと思います。しばらく皆さんと

お会いしていなかったので、例会とは別に、皆さん

のお顔を長く見たいなと思い企画しました。いろい

ろと親交を深めたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い致します。6/25に、サンモールさんで会長・

幹事慰労会と送別会を開催しますので、ぜひ、出席

をよろしくお願いします。 

 

 

会長総括という事で、今年度を簡単に振り返ってみ

ますと、皆さんもご存知のように「災害で始まり災

害で終わった 1年」と言えると思います。前半の台

風災害の時は、RC活動こそクラブ例会は中止にはな

りませんでしたが、皆さんのお仕事に少なからず、

影響を及ぼしたのではないでしょうか？今でもその

影響を受けた跡形の残っているところを見かけるこ

とがあります。私の家のエアコンの室外機のホース

も未だに修繕してありませんが、自然災害は怖いも

のです。9月には、親クラブである八日市場 RCさん

と合同例会を行い、交流を深めることができました。

また、恒例の観月会を旭サンモールさんで行い、会

員及び会員のご家族とも親睦を深めあうことが出来

ました。10月はクラブの一大イベントである諸岡ガ

バナーをお迎えしての公式訪問を行いました。私と

してもいつも以上に緊張した例会でした。12月はク

リスマスファミリー会を成田ビューホテルで行いま

した。また 1月は、成田山初詣の後、新年会を田中

商店で行い、新春を祝いました。そして 2月中旬頃

以降は、新型コロナ災害に伴って、全世界の経済活

動が停滞し始めると共に、ロータリーの活動も停滞

せざるを得なくなりました。結果的に当クラブの活

動は、それ以降出来ませんでしたが、そんな中で当

クラブのエリア 3市町村の社会福祉協議会へ使い捨

てマスク各 2500枚の寄贈をすることが出来ました。

これが 1年間を振り返って一番のトピックニュース

であったと思います。最後に、1 年間私を支えてく

れた上原幹事以下各委員長、そしてクラブの皆さん

にお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

◇クラブ奉仕委員会  委員長：越川 忠 

クラブ奉仕委員会では、出席委員・親睦委員・プロ

グラム委員と、皆さんで協力して行ってまいりまし

た。コロナで行事が減ったりもしましたが、うまく

進行することが出来たと思います。 

 

◇職業奉仕委員会  委員長：齋藤逸朗 

今年度職業奉仕の理念や哲学、職業を通じて我々の

仲間である三栄メンテナンス社長の新しい職場『空

の湯』を見学しながら卓話をいただく予定でした。

3 月の予定を延期して実行しようと考えていました

が、残念ながらコロナの影響で中止としてしまいま

した。コロナがおさまったら、いつか実行したいと

思います。 

 

◇会員増強・維持拡大委員会 

委員長：小川佐内会員 

今年度は 2名純増を掲げておりましたが、残念なが

ら 3名の退会という不甲斐ない結果となってしまい

ました。次年度以降増強に協力していきたいと思っ

ております。 

 

◇会報委員会  委員長：安藤卓造 

今回は週報の発行に遅れが出てしまい、お詫び申し

上げます。現在はほぼすぐに発行が出来るようにな

っておりますので、何卒今年度の不手際はお許しく

ださい。よろしくお願いします。これからは卓話等

の発表をしていただく方々の原稿を、データ・書面

で頂くことを心掛けながら作成するのが良いと改め

て感じました。次期委員長さんには申し伝えたいと

思っております。 



◇IT・雑誌委員会  委員長：鈴木匡哉 

昨年は台風、そしてコロナがあってと活動がしにく

い状況でございました。広報全体としましては、マ

スクの寄贈で千葉日報を始め、各社会福祉協議会等

で広報が出来たと思います。クラブ広報委員会の土

屋委員長と「インターネット等を使って、例会に参

加できない方に参加していただくような仕組みが出

来ないか？」という話をしていましたが、コロナの

騒ぎで棚上げという状態になっております。1 年間

の活動としては、不本意なものと思いまして、皆様

にお詫び申し上げます。 

◇社会奉仕委員会  委員長：小林定雄 

新型コロナウイルス感染拡大でマスク不足の中、当

クラブでは 4月にマスク 7,500枚を、横芝光町・山

武市・芝山町の社会福祉協議会に分けて寄贈しまし

た。大変喜んでいただき、千葉日報新聞にも掲載さ

れました。また、新型コロナウイルスの影響で、学

校関係へのテント寄贈は次年度に延期となり、AED

の講習会も中止となりました。海岸清掃は、昨年の

7 月に行われ参加致しました。会員の皆様にはご協

力いただきありがとうございました。 

 

◇ロータリー財団委員会  委員長：向後雅生 

財団特別寄付として、冨会員・上原会員の 2名に寄

付をしていただき、目標を達成いたしました。その

他に、1 人あたり 2,000 円の年次基金として理事会

で承認していただき、寄付をさせていただきました。

皆様ご協力ありがとうございました。 

 

◇米山奨学会委員会  委員長：行木英夫 

年間目標は 100％クリアできたと思います。特別寄

付といたしましては 2名の目標でありましたが、皆

様のご協力で 4名より特別寄付をいただきまして、

ありがとうございました。米山学友会への卓話をお

願いすることが出来ました。地区の目標もクリアす

ることができました。ありがとうございました。 

 

◇会計委員会  委員長：渡邊孝文 

後期はコロナの影響で例会等ができず、行事もでき

なかったので残金が例年よりあると思います。次年

度の会計と話し合い、引き継ぎたいと思います。 

 

◇次年度会長より 

次年度会長の小川です。次年度年会費について、本

年度新型コロナの影響により、3 月～5 月の例会が

中止となってしまいました。これにより、5 月末の

残高も多く、次年度繰越金も多くなる見込みです。

また、緊急事態宣言により、私も含め休業を余儀な

くされた事業者様が多数いると思いますので、次年

度に限り、年会費を補填する形で、会員からは前期・

後期 90,000 円ずつ徴収したいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

齋藤逸朗君・土屋俊夫君・上原広嗣君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

土屋俊夫君・小林定雄君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます。 

向後雅生君 

 …奥様お誕生日祝いありがとうございます。 

青柳 誠君・鈴木恭一君・内田裕雄君・古西弘和君 

行木英夫君・市原豊彦君・伊藤元雄君・小川佐内君 

渡邊孝文君・安藤卓造君・鈴木匡哉君・金髙盛二君 

 …こうして皆さんと会えてうれしいです。 

  コロナが早く終息しますように。 

 

本日計   30,000円 

累 計  664,010円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

例会日 会員数 出席 
出席率に

用いる数 
％ 

6月 11日 29 22 27 81.48 

 


