
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 4月 8日発行 NO.2304 第 2457例会  会長 小川 佐内  幹事 齋藤 逸朗  会報委員長 杉森 幹男 

誕生日・結婚記念日祝い 

 

 点   鐘   会 長  小川佐内 

 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  小川佐内 

 幹 事 報 告   幹 事  齋藤逸朗 

 プログラム 

  第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い 

  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） 

  各委員会報告 

   

 

「誕生日祝い」 

１月 行木英夫会員  渡邊孝文会員 

 ２月 冨 一美会員  押尾正康会員 

    金髙盛二会員  青柳 誠会員 

    鈴木匡哉会員  安藤卓造会員 

    鈴木恭一会員 

３月 小林定雄会員  ４月 石井敬二会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念日祝い」 

 １月 内田裕雄会員  石井敬二会員 

    越川 忠会員 

 ２月 鈴木恭一会員  齋藤逸朗会員 

 ３月 川島 宭会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（令和３年４月１日） 

左から 冨会員 / 渡邊会員 / 鈴木（恭)会員 

青柳会員 / 小川会長 / 金髙会員 / 安藤会員 

石井会員 / 川島会員 / 鈴木（匡）会員 / 小林会員 

小川会長 / ビャンバさん 

 

左から 石井会員 / 鈴木（恭）会員 / 齋藤会員 

小川会長 / 内田会員 / 川島会員 / 越川会員 

会長 / 会員 / 会員 



 

 

 

会長挨拶 

○乾杯のご発声 

 第 47代会長 

 石田喜一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。早いもので桜も満開の時期を

すぎ、今日から 4月となりました。昨年 12月以来、

久しぶりにみなさんの笑顔を拝見することができ嬉

しい限りです。みなさんご承知のように、1月 8日、

新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言が

発令されました。その後 2月 3月と 2度延長された

のち、3 月 21 日をもってようやく解除されました。

しかしながら当クラブ地区内の基幹病院においてク

ラスターが発生するなど、地域内での感染リスクも

非常に高く、会員の安全を最優先させていただくた

め解除後ではありますが 3 月 25 日の例会は休会と

させて頂きました。そんな中ではありますが東日本

大震災から 10 年が経過しました。3月 11日を挟ん

でテレビ各局で特番が組まれ、津波の惨状が繰返し

放送され改めて津波被害の大きさを思い知らされま

した。しかしそれ以上に深刻なのが原子力発電所の

爆発事故です。廃炉計画もままならず、復旧・復興

が大幅に遅れ、多くの方たちが今なお避難生活を余

儀なくされています。新型コロナの感染が広がる中

での避難生活は様々な面で大変だと思います。当ク

ラブでは感染防止策も功奏しているのか、幸運にも

感染者が出ておりません。しかし現状ではいつ誰が

感染するかわからない状況です。ひと足早く解除さ

れたはずの大阪府では、新規感染者が東京都を超え、

兵庫・宮城のほか全国各地で感染拡大が拡がりを見

せており、すでに第 4波に入っていると見る専門家

も多数おり、大阪・兵庫・宮城などではまん延防止

等重点措置要請の適用が検討されるなどの事態とな

っています。新型コロナの終息にむけて最も期待さ

れているのがワクチンです。しかし世界中でワクチ

ン確保が叫ばれ、ヨーロッパではワクチンの国外輸

出が制限されるなど世界的な問題となっており、日

本もこの影響で供給が危ぶまれています。すでに医

療関係者へのワクチン接種が始まっておりますが、

国民への接種にはまだまだ時間がかかるようです。

山武市からのワクチン接種の予定が配布されました。

これによりますと 65 歳以上のワクチン接種が始ま

るのは早くても 5 月以降とされています。7 月から

の東京オリンピック、パラリンピック開催も控える

中、国がどのように対処していくのか見守る必要が

あろうかと思いますが、当面の間は、私達個々人が

感染予防と拡大防止を続けて行かなければならない

のではないかと思います。続きまして 2790 地区で

次年度から実施予定とされていましたグループ再編

につきましてご報告させて頂きます。市原年度の 3

〜5 月にかけ新型コロナ感染拡大による緊急事態宣

言が発令され、例会や会長幹事会などが軒並み中止

されましたが、6 月ようやく開催された新旧会長幹

事会におきまして突然のように 2021-22年度からグ

ループを再編する旨が報告されました。そして当年

度当初、地区より全クラブにグループ再編とガバナ

ー補佐選定方法が通達されました。第 7グループに

変更はありませんでしたので静観しておりましたが、

他グループでは内定していたガバナー補佐を一方的

に変更されるなど、当該クラブからは地区に対する

不信感をあらわにし、不満や不安が噴出、反対意見

や経緯などを地区内クラブに送付するなど問題が表

面化、深刻化する事となりました。2790地区はこの

ような動きを受け、地区内全クラブにアンケートを

実施、意見や回答を取りまとめたところ、大多数の

クラブ・会員が地区のグループ再編の進め方に大き

な問題があるとの意見が多数を占めることとなりま

した。これを受け、漆原ガバナーより公式に「地区

内の意見を鑑みたうえでグループ再編を延期とさせ

ていただきます」とのご報告を頂きました。しかし

グループ再編は地区内会員数減少により多くのクラ

ブが避けて通れないとの認識ですので地区として数

年後を目処に対応していきたいとの事であります。

さて 4月は母子の健康月間となります。RI理事会は

5 歳未満の幼児と妊婦の死亡率と罹患率の削減を掲

げ、より多くの母子に医療サービスの提供できるよ



 

 

 

幹事報告 

理事会報告 

う支援を強調する月間であります。 

続いて会務、理事会報告となります。 

・3月 21日ロータリー学友によるチャリティーコ

ンサートが開催されました。 

当日は web配信もされましたので、参加された

会員様には感謝申し上げます。 

・地区大会は５月９日に開催されることとなりまし

たが、コロナ渦のため会長幹事のみ出席となり

ました。 

新型コロナ感染拡大の影響などにより、クラブ行事

や地区行事など様々な予定が中止となってしまいま

した。また緊急事態宣言などにより休会が続いてし

まい申し訳ありませんでした。今年度も 3ヶ月を残

すのみとなってしまいましたが、会員のみなさんの

ご協力をお願い申しあげ、また新型コロナのワクチ

ン接種開始と感染が早期に終息することを願い会長

挨拶、会務報告とさせて頂きます。ありがとうござ

いました。 

 

 

第 9回定例理事会 

日時：令和 3年 4月 1日（木） 午前 11：00～ 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．３月度会計 承認の件 

       承認されました。 

第 2号議案．田邉会員退会の件 

       12月末日にて退会届を受理 

       退会が承認されました。 

第 3号議案．親睦旅行の日程について 

       6月頃に 2泊で計画 

       北海道方面 繁華街を避けて実施す

ることが報告されました。 

第 4号議案．ライオンズクラブとの合同親睦ゴルフ

大会について 

       渡邊会員より 

       4月 16日金曜日開催 

       表彰会食 6,000円 

       商品代金 2,000円 

       クラブ負担については、会長・幹

事・親睦委員長・渡邊会員に一任

する事で承認されました。 

第 5号議案．東金ＲＣ合同例会中止について 

      ホスト：成田空港南ＲＣ 

       本年度の合同例会は中止 

       次年度は当クラブが担当する事で承

認されました。 

第 6号議案．次年度役員構成の件 

       土屋会長エレクトより 

       理事・役員・委員長のみ決める 

       会員減少により全ての構成が難しい 

       地区構成に準じていきたいと報告さ

れました。 

第 7号議案．『ロータリー談義の集い』について 

       1月・3月と延期され 4月 24日にガ

バナー事務所にて開催 

       当クラブより齋藤幹事が参加 

       委員会構成について地区に確認する

事が承認されました。 

第 8号議案．地区大会記念ゴルフ大会について 

       5月 17日に開催、当クラブより古

西会員・土屋会員の２名が登録、

参加する事で承認されました。 

第９号議案．その他 

       伊藤会員より 

       今後の例会運営はとうするのか？ 

       政府・県からの自粛要請があった場

合、食事は持帰りのお弁当にする

事で例会をできる限り開催する事

とする事で承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。緊急事態宣言の為、3 ヶ月程

例会をお休みにさせて頂き誠にさみしい思いであり

ました。新型コロナは、高齢者（60歳以上）の多い

RCには、大きなリスクであり、ワクチンを打つまで

は安心できない状況であります。汗を使い知恵を使

い、命と企業、社員と家族を守っていきましょう。 

○例会のお知らせ 

・多古ＲＣ 

○会報・週報受領クラブ 



 

 

 

委員会報告 

・旭ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・ガバナー月信 本日お配りさせていただきました。 

・3月のＲレート 1ドル＝106円 

・第 7回目開催「ﾛｰﾀﾘｰ談義の集い」参加のご案内 

○その他 

・米山梅吉記念館より 館報が送付されました。 

 賛助会ご入会のお願い（年間 3,000円一口） 

・令和 3年度八匝少年発明ｸﾗﾌﾞ開講式中止について 

・第 4グループ 6クラブより、グループ再編に係る

問題終結宣言並びに御礼 

 

○近状報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。お久しぶりです。3月に被災地

復興チャリティーコンサートに参加させていただき

ました。そのコンサートには、ロータリアン、ロー

ターアクト、そして米山奨学生たちが参加をしてい

ました。私は今まで、日本から奨学金を沢山いただ

きました。チャリティーコンサートに参加すること

で、ひとつでもお返しができたような気持になり、

すごく満足した 1日でした。今年 4月から 4年生に

なりましたので、1年間で学校を卒業して就職しま

す。一昨日、千葉県の浦安から引っ越して、今は神

奈川に弟と一緒に住んでいます。ちょっと遠くなり

ましたが、1ヵ月に 1度ここで集まるのが嬉しいで

す。以上です。 

 

 

◇冨一美会員より 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第 2790 地区ロータリー学友による

被災地復興チャリティーコンサート〜ロータリー学

友と繋がり、未来の青少年を育てよう！が、3月 21

日に開催されました。当クラブがスポンサークラブ

になっている米山奨学生のビャンバさんもモンゴル

ダンスで出演してくれました。チャリティーをいた

だいた皆さんに心から感謝申し上げます。皆さんか

らお寄せいただいたチャリティーから収益金の

767,367 円を、ガバナー事務所を通じて、ロータリ

ー希望の風奨学金(ロータリー東日本大震災青少年

支援連絡協議会)へご寄付させていただきました。 

 

 

青柳 誠君・冨 一美君・鈴木恭一君・小林定雄君 

渡邊孝文君・安藤卓造君・鈴木匡哉君・石井敬二君 

金髙誠二君 

 …誕生日祝いありがとうございます。 

川島 宭君・越川 忠君・齋藤逸朗君・鈴木恭一君 

内田裕雄君・石井敬二君 

 …結婚記念日祝いありがとうございます。 

川島 宭君・齋藤逸朗君・土屋俊夫君・内田裕雄君 

前川成吉君・古西弘和君・小川佐内君・上原広嗣君 

 …久しぶりに皆様のお顔がみれてうれしいです。 

倉石昌治君 

 …日本健康会議より、健康経営優良法人 2021の

認定をいただきました。 

本日計    55,000円 

累 計   341,012円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

出席報告 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

例会日 会員数 出席 
出席率に 
用いる数 ％ 

4月 1日 26 24 26 92.31 

 


