
2021.7.9 1873 回 

司会 高橋会員 

■点 鍾      周藤会長 

■ソング      「我らの生業」 

■四つのテスト   小田会員 

■ゲスト      第一グループガバナー補佐 佐藤孝彦 様 

市川 RC 会長        木川正博 様 

市川東 RC 会長       山下清俊 様 

市川南 RC 幹事            中䑓洋 様 

市川シビック RC 会長      古山隆男 様 

浦安ベイ RC 会長          矢代秀明 様 

■ビジター     なし 

■ニコニコ BOX  

・第一グループガバナー補佐 

 佐藤孝彦様    表敬訪問、よろしくお願いします。 

・周藤会長     第 1 グループガバナー補佐 佐藤孝彦様、会長・幹事の皆様。ようこそいらっしゃいました。 

本日よろしくお願いいたします。 

・元村幹事     第一グループガバナー補佐、第一グループ会長・幹事の皆様、本日はようこそお越下さいまし 

た。最後まで楽しんで下さい。 

・高尾会員     オリンピックが無観客になり、ホテルはひん死の状態です。早く回復してくれる事を願ってます 

が・・・。 

・小田会員     周藤・元村年度、がんばって下さい。 

・関口会員     第一グループの皆さん、ようこそおいで下さいました。 

・齋藤会員     第 1 グループ会長・幹事、ようこそおいで下さいました。 

・相馬会員     花、有り難うございました。 

・植松会員     地区大会戻り金、キフします。 

・大塚会員     佐藤ガバナー補佐、第 1 グループの会長・幹事の皆様、浦安 RC にようこそ！！ 

・古志会員     第一グループの会長の皆様、ようこそいらっしゃいました。 

・福田会員     本日は宜しくお願い致します。 

・吉田会員     第 1 グループ各クラブ会長幹事様、ようこそ浦安 RC へ！！楽しんでください！ 

・神山会員     地区大会戻り金、寄付します。 

・深作会員     ガバナー補佐 佐藤様、第 1 グループ会長幹事の皆様、ようこそいらっしゃいませ。 

 

■会長あいさつ 周藤会長 

第一グループガバナー補佐、第一グループ会長・幹事の皆様、本日はようこそおいで下さいました。 

2021-2022 年度国際 RC の会長はカルカッタ-マハナガル RC のシェカール・メータ氏が就任されました。会長テーマは 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。奉仕の大切さをお話されていましたが、その中で強調され 

ているのが、ロータリー奉仕デーの実施です。これを受けて、国際ロータリー第 2790 地区、2021-2022 年度ガバナー 

の梶原等氏は「繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて」のテーマを掲げられました。新型コロナの影響で世界中が混 

乱し、日本では東京で 4 度目の緊急事態宣言が発令されます。最近ようやくワクチンと言う光明を得た状況です。し 

かしこの期間、私たちは活動を停止する事はありませんでした。今後も様々な対策や方法を模索し、ロータリーをさ 

らに発展させていく義務があると考えます。 

【米山功労者認証状贈呈】         古志会員 

【Ｒ財団 べネファクター認証贈呈】  宮崎会員、佐藤会員 

【Ｒ財団 マルチプルフェロー】     周藤会員 

【Ｒ財団 新ポールハリス・フェロー】  吉田会員 

 

 

 

 

 

《 出席報告 》 

■会員数/40名    ■本日出席/30名 

■出席率/78.9％ 



■幹事報告 元村幹事 

＜理事会報告＞  

・地区が推奨する環境保全プロジェクトに参加。日時 9 月 12 日（日）。社会奉仕委員会にて検討→承認。 

・ポリオデーに関する件。成田山新勝寺にて祈祷。宗教に関する件でもあるのでクラブとしては参加はしないが、会 

員には案内すると決定。 

・新浦安駅前花壇の植え替え実施。8 月と 1月でクラブが実施。 

・ガバナー公式訪問。通常ではない時間設定のため、会員には早めに案内をする。 

・事務局の PC の入れ替え 外付け SSD の購入を含め承認。 

＜例会変更＞ 

市川 RC /7 月 22 日、29 日休会。市川東 RC/20 日休会。市川南 RC/28 日献血該当活動。市川シビック RC/19 日休会。 

・ガバナーデジグネイトの推薦のお願いが届いております。 

・夏用の活動着として統一ポロシャツの配布が決まり案内が届いていると思います。各自のサイズは至急事務局に届 

けてください。 

・熱海の災害義援金は地区として拠出。各クラブが義援金を送る場合は、振込先などは後日お知らせするとのことで 

す。 

・2022 年度より青少年交換学生が再開されます。 

・100 周年記念誌は 1冊 2000 円です。購入希望者は事務局まで申し出ください。 

 

■委員会報告 

・社会奉仕委員会 吉田委員長 

新浦安駅前の花壇の植え替えについてです。8 月 6 日（金）、午後 3 時より、社会奉仕委員を中心に植え替えを行い 

ます。ご協力お願い致します。 

 

■第一グループガバナー補佐挨拶 佐藤孝彦 様 

私は浦安 RC に在籍して 26 年。地区で青少年奉仕委員会の青少年交換委員長、ロータリー財団委会 

の奨学生学友委員会の委員長を務めていた時に、梶原様と一緒にお仕事をさせていただきました。そ 

の事が今回の指名に繋がったと伺っております。千葉県医師会で保険担当をしております。 

先程周藤会長がお話していた、本年度の RIテーマを受けて、2790 地区のスローガン「Love Other  

Spirit ～繋ごう次世代へ 夢ある未来に向けて～」は、梶原ガバナーがかなり強力に推奨していま 

す。具体的には、この一年間でロータリーも新しい変化に対応し、クラブの活性化に繋げて欲しいとの思いが込めら 

れています。 

7 月 30 日には公式ガバナー訪問があります。自分のクラブの魅力・強みについて、クラブの課題・解決しなければ 

ならない問題点を具体的に報告してください。またクラブ戦略計画の現状の報告もお願いします。 

地区としてのプロジェクトはクラブの活性化と RI が推奨している広報、公共イメージの向上があります。9 月 12 日 

はロータリー奉仕デーで、茨城地区の 2820地区で環境保全プロジェクトで海岸清掃を行います。それに同調し、清掃 

活動を行うのはどうかと依頼がありました。またポリオデーに関しても地域社会へのアピールが必要です。 

本年度は従来の IM とは異なった形で、前期は地区情報研究会、後期は会員基盤向上セミナーを開催します。前期の 

地区情報研究会は船橋商工会議所で 11 月 4日の午後 1 時からです。後期の会員基盤向上セミナーは浦安市内で開催を 

予定しています。 

 

■5 クラブ代表 市川シビック RC 会長挨拶 古山隆男 様 

お招きいただいた、5 クラブを代表いたしまして、ご挨拶をさせていただきます。 

まず、私の右足の骨折について簡単にご説明いたします。6 月初旬、親睦活動の一環として、千葉市コ 

テハシ球場にて対旭 RC との一戦がございました。試合ではなく、練習中に無理な体勢で捕球しようとし 

たところ、右足をひねり、4 箇所の複雑骨折をしてしまいました。人生初の骨折でした。自分の骨は太 

くて丈夫だという過信もありました。公傷にて今年は登録抹消され、対浦安戦は残念ながら出場できせん。 

本題ですが、3 月末に開催され、大盛況に終わった浦安 RC40 周年記念例会についてお話させていただきます。コロ 

ナ禍の中、緊急事態宣言の狭間をついた日程での成功は実 

行委員・会長・幹事・会員の皆様の努力と開催ホテルの協 

力があったからだと拝察されます。非常に楽しい会でし 

た。無事終わられた事に祝意を申し上げます。 

代表挨拶の中ではありますが、市川シビック RC も 10 月 

に 30 周年記念例会を予定しています。不透明な感染状況の 

ため、9 月には方向性を発表する必要を感じています。 

最後になりますが、会員の皆様全員のワクチン接種など 

 で免疫抗体を得て、伸び伸びしたロータリー活動が出来る 

 日を待ち望んでおります。 

この第一グループのご発展と会員・ご家族の皆様の幸せを 

ご祈念申し上げて、代表挨拶とさせていただきます。 

■ロータリー財団個人寄付    ■米山奨学会個人寄付 

周藤会長 （1）        周藤会長 （1） 

元村幹事 （1）        元村幹事 （1） 

齋藤会員 （3）                齋藤会員 （3） 

大塚会員 （1）        大塚会員 （1） 

古志会員 （1）        古志会員 （1） 

福田会員 （1）        福田会員 （1） 

吉田会員 （1）        吉田会員 （1） 

坂田会員 （2）        坂田会員 （2） 

太田会員 （4） 

 田中会員 （4） 


