
2022.11.11 1917回 

司会  古志会員 

 

■点  鍾    佐野正子会長 

■ソ ン グ     「君が代」「奉仕の理想」 

■四つのテスト  椛澤会員 

■ゲ ス ト    ・第一グループガバナー補佐（市川シビック RC） 山﨑智弘 様 

・市川 RC 幹事      池田龍二 様  

・市川東 RC 会長     大野繁雄 様      ・市川東 RC 幹事     遠藤敏雄 様  

・市川南 RC 会長     長井弘亘 様      ・市川南 RC 幹事     荒井正晴 様  

・市川シビック RC 会長  大塚恵二 様      ・市川シビック RC 幹事  戸舘裕一 様 

・浦安ベイ RC 会長    月居竜吾 様      ・浦安ベイ RC 幹事    川上由美子 様 

■ビジター    なし 

■ニコニコ BOX 

・第一グループガバナー補佐 山﨑 様  ・市川 RC 幹事 池田 様 

・佐野正子会長  本日は第一グループガバナー補佐 山﨑 様、第一グループ会長幹事の皆様、ようこそおいで下さ 

いました。浦安ロータリークラブの例会をおたのしみ下さいませ。 

・海老澤幹事   山﨑ガバナー補佐、5 クラブ会長幹事の皆様、ようこそお越し下さいました。本日は宜しくお願い 

致します。 

・深作会員    先日、女房にお花をいただきました。有難うございました。 

・関口会員    第一グループの会長幹事様、そしてガバナー補佐 山﨑さん、ようこそおいで下さいました。 

・天野会員    第一グループガバナー補佐 山﨑 様、会長幹事の皆様、ようこそ。宜しくお願い致します。 

妻の誕生日に、お花ありがとうございます。 

・宮崎会員    本日は秋晴れの下、紅葉の下で献血活動をしました。気持ちの良い時間を過ごしました。 

・箕輪会員    晩秋の穏やかな日差しがありがたいです。小春日和と言うには、ひと月程早いですが。 

・周藤会員    第一グループガバナー補佐 山﨑 様、第一グループ会長幹事の皆様、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。 

・川島会員    献血ボランティア、AM ありがとうございます。午後も宜しくお願いします。 

・高橋会員    とても清々しいお天気です。コロナの第 8 波と騒がしいですが、平穏だといいですね。 

・山辺会員    よろしく、お願いします。 

・元村会員    第一グループガバナー補佐 山﨑 様、第一グループ会長幹事の皆様。浦安ロータリークラブ例会 

に、お越し頂きありがとうございます。 

 

■一言近況 黛会員 

上期は、今年も良い感じで迎えられると思っていましたが、5 月にゴルフで転倒し、肩を強打しました。 

8 月には身内の不幸や、コロナに感染するなど散々でした。ただ下期にかけて、肩もほぼ正常に戻り、年末か年始頃に 

は初孫が生まれる予定です。運も上昇傾向に変わってきています。 

 

■会長あいさつ 佐野正子会長 

今朝は、新浦安駅前で献血活動をしてまいりました。年齢制限や多忙などの理由で集まり難かったのですが、午後 

 も参加させていただきます。本日は第一グループガバナー補佐 山﨑様、第一グループ会長幹事の皆様、おいでいただ 

 き有難うございます。浦安 RC の例会をどうぞご覧ください。 

私どものクラブは色々な活動をしていますが、上期は外部卓話の充実を目標としました。下期も交流関係を大事に 

しながら、様々な奉仕活動を模索していきたいと思います。 

 

■幹事報告 海老澤幹事 

・第 1 グループ「情報研究会」を終えて、会員満足度アンケートを行います。例会終了後、事務局へ記入のうえ、ご 

 提出下さい。 

・本日、例会終了後、ガバナー公式訪問リハーサルを行いますので、終了時間が 15 分程延長致します。 

・本日、リハーサル終了後、理事役員会を開催致しますので、ご出席下さい。 

・次回例会 11 月 18 日は、元外務事務次官 齋木昭隆 様の外部卓話になります。 

≪出席報告≫ 

■会員数/39名   ■本日出席/29名 

■出席率/85.3％ 



■第一グループガバナー補佐 山﨑智弘 様 ご挨拶 

先日の情報研修会に、ご参加いただきありがとうございました。浦安 RC 様とは地区リーグ野球で何 

 度も対戦させていただき、最近では毎回勝たせていただいて、感謝を申し上げます。 

今さらながら、自己紹介をさせていただきます。小倉ガバナー年度第一グループガバナー補佐を任命 

されました、山 﨑智弘（やまざきちこう）と申します。所属は市川シビック RC です。ロータリー歴 

は 23 年で、年齢は還暦を迎えました。職業は、日蓮宗寺院住職です。中山法華経寺山門に向かって左側にある智泉院 

で住職をしています。37 歳で住職になり、初めて市川市仏教会に参加した際に、真言宗の島根さんに野球に誘われ、 

取り敢えず RC に入ってと言われ、何も知らずに入会しました。ロータリーを最初は三菱自動車関連の草野球チーム 

だと思い、次にシビックと聞いて、ホンダ自動車関連かな、と本気で思っていました。 

23 年経った今、野球部の監督とガバナー補佐をやらせていただいています。ガバナー補佐幹事には市川シビック 

RC の中田会員を指名しました。京大卒の弁護士で、関口パストガバナーの娘婿のため、大変心強く思っています。 

 昨年のガバナー補佐選出にあたり、シビックから出なければいけないとお話をいただき、今年度のガバナーはパソ 

コンが使える人が望ましいとの事で、諸先輩方が次々に辞退されました。さらに私の後の会長が退会され、実質最後 

の会長でした。私が出ないと、シビックはパスをする事になると言われ、正直とても悩みましたが、私が入会した当 

初のロータリアンの返事は「はい」か「イエス」または「喜んで」しかない、と聞かされていたので、お受けする事 

にしました。本来ガバナー補佐の任務は、担当クラブ内の最新情報を把握し、課題を解決に導き、目標達成に向け、 

クラブリーダーを指導する、とあります。私個人では、指導と言うよりは協力に近い感じで捉えています。 

最後に今年度の RI 会長はイマジンロータリーを発表され、DEI の重要性に着眼しながら、ロータリーの未来を描く 

 事であると結ばれました。小倉ガバナーは地区スローガンに「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千葉から世界を変 

えていこう！」「ロータリーを楽しみながら、地域で、そして世界で良いことをしよう！」と述べられました。 

RI 会長、小倉ガバナーの目標を実現すべく、第一グループガバナー補佐として、ガバナーとの橋渡し役を担ってい 

く所存です。 

 

■第一グループ会長幹事代表 市川シビック RC 会長 大塚恵二 様 

先にも言っていましたが、浦安 RC 様とは野球を通じて交流させていただいております。浦安 RC 様 

では以前から、チャリティウォークという地域の人達が一体となり奉仕活動を行っているのを、羨まし 

く思っていました。私どもも創立 20 周年記念に「市川市小学生朝食選手権」を始めました。今年で 13 

回目を迎え、2017 年には文部大臣賞もいただきました。ロータリーでは全国で初めてだそうです。 

コロナで去年、一昨年と実行できませんでしたが、今年は今月 27 日実施予定です。 

 

■委員会報告 

・社会奉仕委員会 川島委員長 

午前中は 16 名の会員の方に、応援に来ていただきました。 

25 名の方が献血に来ていただき、その内の 22 名で採血でき 

ました。午後もご協力お願い致します。 

 

■諸祝い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例会終了後ガバナー公式訪問リハーサルを行いました 

■ロータリー財団個人寄付   ■米山奨学会個人寄付  

佐野会長   （1）         佐野会長   （1）  

海老澤幹事 （10）         海老澤幹事 （1）  

深作会員    （1）         深作会員   （1） 

天野会員    （1）         天野会員   （1） 

宮崎会員    （1）         箕輪会員   （1）  

箕輪会員    （1）         周藤会員   （1）  

周藤会員    （1）         高橋会員   （2） 

高橋会員    （2）           

≪結婚記念日≫ 

佐野会員 S45.11.1 

小田会員 S40.11.15 

深作会員 S40.11.23 

齋藤会員 S49.11.13 

天野会員 S50.11.22 

宮崎会員 S48.11.3 

田上会員 S48.11.3 

黛会員   S64.11.6 

川島会員 S54.11.4 

太田会員 H27.11.10 

 

≪ご夫人誕生日≫ 

深作令夫人 11 月 23 日 

天野令夫人 11 月 27 日 

篠田令夫人 11 月 27 日 

神山令夫人 11 月 10 日 

砂川令夫人 11 月 22 日 

≪会員誕生日≫ 

天野会員 S20.11.29 

高尾会員 S46.11.28 

≪入会記念≫ 

猪谷会員 2 年 

ゲストの皆様 


