
 

 

THE WEEKLY NEWS OF FYTTSU CITY 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2790 ORGANEZED：Nov.20.1991 

国際ロータリー第 2790 地区 富津シティロータリークラブ 創立 1991/11/20 RI 承認 1992/1/13 

  例会場：日本製鉄技術開発本部（富津クラブ）千葉県富津市新富 20-1 例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 最終 18：00～19：00 

 

2020-21 年度 第 2790 地区 

ガバナー 漆原 節子（勝浦 RC）  第 5 グループガバナー補佐 窪田  謙 （富津シティ RC） 

富津シティ RC 会長 渡邊  敏   副会長 小倉 博人   幹事 宮崎 晴幸   SAA 伊藤 充教 

 

通算 1349 例会 2020 年 9 月 2 日（水） 

 

【点鐘】渡邊  敏 会長 

 

【ロータリーソング】ソングリーダー：小川会員 

ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」 

 

【会長挨拶】渡邊  敏 会長 

猛暑が少し和らいだ今日の天気ですが、まだまだ暑さは続きそうです。本日はこの暑い中、川崎マリーン RC

山﨑会長他 5 名の方々にお越しいただきました。コロナ禍の状況下、山﨑会長と何度か来訪の調整をし、ようや

く新年度初の両クラブの交流ができ、感謝申し上げます。後程、お客様紹介をさせていただきますが、昨年度、

轟ガバナー輩出のクラブとして、様々な苦労をなされたお話などをいただきたいと思います。 

 

【幹事報告】渡邊  敏 会長（幹事代理） 

・木更津ロータリークラブ例会変更 

・君津ロータリークラブ週報 

・君津、木更津、袖ヶ浦、上総４クラブ活動計画書 

 

【結婚・誕生】 

なし 

 

【委員会報告】 

クラブ管理運営委員会（プログラム担当）：小川委員 

・9 月プログラムは、以下の通り。 

 *9／12ロータリー財団セミナー

開催日 プログラム 担当委員会

　２日（水） １２：３０点鐘
川崎マリーンロータリークラブ表敬訪問

　ガバナー公式訪問について（開催日調整）
奉仕プロジェクト委員会

９日（水） １２：３０点鐘
卓話（災害について

　講師　富津市社会福祉協議会　鈴木様）
奉仕プロジェクト委員会

１６日（水） 6：３０点鐘 青堀駅前清掃 マスク配布（親和商店様） 奉仕プロジェクト委員会

３０日（水） 休会

２３日（水） １２：３０点鐘 富津ｼﾃｨRCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報 IT広報公共委員会



第５グループ：窪田ガバナー補佐 

・情報研修会について（2020 年 10 月 24 日開催予定） 

・インターシティミーティングについて（2021 年 1 月 30 日開催予定） 

 

【本日のお客様／川崎マリーン RC 表敬訪問】 

山崎美津夫 様（川崎マリーン RC 2020-21 年度 会長） 

齋藤 保則 様（川崎マリーン RC 2020-21 年度 幹事） 

轟  淳次 様（RI 第 2590 地区 2019-20 年度 パストガバナー） 

鈴木慎二郎 様（RI 第 2590 地区 2019-20 年度 地区幹事長） 

野口 四郎 様（RI 第 2590 地区 2019-20 年度 地区大会副委員長） 

河口 武生 様（川崎マリーン RC 2020-21 年度 会員増強委員長）  以上、6 名 

 

＜お客様ご挨拶＞川崎マリーン RC：山崎美津夫 会長 

今年度、川崎マリーン RC の会長を務めさせていただく山﨑美津夫と申します。皆様

宜しくお願い致します。まずは昨年度、当クラブより轟ガバナーを輩出したことで地

区大会をホストクラブとして迎えるにあたり、富津シティ RC の皆様には友好クラブと

して参加していただきありがとうございます。また 1 月 23 日に行われた川崎大師参拝

にも多くの方に参加していただき、当クラブの会員も大変感謝しております。しかし 2

月に入りますと徐々に新型コロナウイルスの影響も出始め、当クラブも 3 月から 6 月 

初旬まで休会せざるを得ませんでした。今年度に入り、何度か渡邉会長と日程の調整をして本日ようやく表敬訪

問をすることになりました。今年度富津シティ RC さんに於きましては 13 名と会員数が少ない中で、窪田ガバナ

ー補佐を輩出した事は当クラブとしても大変うれしい限りです。新型コロナウイルスが落ち着くまでは親睦活動、

定例行事などは通年通りにはいかないと思いますが、交流が再開された折には皆様宜しくお願い致します。 

 

＜お客様ご挨拶＞川崎マリーン RC：福嶋 安行 直前会長 

（都合によりご欠席の為、以下の通り、お手紙をお預かりしました） 

 猛暑の続く毎日、富津シティ RC の皆様、お変わりありませんか。本日は山﨑会長共々貴クラ

ブに伺うところでしたが、出席できず残念な限りです。また、今期も昨年同様宜しくの程お願

い申し上げます。僅少ですが、ニコニコ BOX に協力させていただきます。新会長のご活躍と貴

クラブの発展をご祈念申し上げます。 

 

【ニコニコ BOX】クラブ管理運営委員会：阿部会員 

山崎美津夫 様、齋藤 保則 様、轟  淳次 様、 

鈴木慎二郎 様、野口 四郎 様、河口 武生 様： 

富津の皆様、いつもお世話になっております。

今年度も宜しくお願い致します。コロナなん

てぶっ飛ばしましょう。 

福嶋 安行 様： 

本日は都合により貴クラブの例会に出席できず、申し訳ございません。河口会員に手紙を託しまし

た。宜しくお願い致します。 

渡邉  敏：川崎マリーン RC の皆様、本日訪問いただきありがとうございます。本年度も良きお付き合いを宜

しくお願い致します。 

窪田  謙：本日は川崎マリーン RC 山崎会長、齋藤幹事、野口様、川口様、そして轟ガバナー、鈴木直前地区

幹事長、皆様ようこそお越し頂きました。本年も宜しくお願い申し上げます。 

前年度までの繰越金額 － 円 

本日のニコニコ  １８，０００円 

今年度の累計金額 ５３，０００円 



和田 充敏：本日は山﨑会長をはじめ、轟ガバナー様、川崎マリーン RC の皆様、ようこそ富津シティへ。本年

度も宜しくお願い致します。 

秋山 和彦：昨年、神奈川県のガバナーという大役を果たしました轟さんはじめ、本年度会長の山崎さん、多数

のお馴染みのメンバーを熱烈歓迎致します。今年も宜しくお願い致します。 

阿部 信一：川崎マリーン RC の皆様、表敬訪問ありがとうございました。ともに RC 活動の推進、宜しくお願

い致します。 

伊藤 充教：川崎マリーン RC の皆様、本日はお越し頂きありがとうございます。今後も宜しくお願いします。 

遠藤 和夫：川崎マリーン RC の皆様、今年一年間宜しくお願い致します。 

小川 俊満：川崎マリーン RC の皆様、ようこそ富津シティ RC 例会にご参加頂き、ありがとうございます。 

立石 泰之：いつも大変お世話になっております。本日は川崎マリーン RC の皆様のご来訪ありがとうございま

す。今年度会長・山﨑美津夫様、幹事・齋藤保則様、今後も宜しくお願い致します。 

 

＜ご参考：これまでのニコニコＢＯＸ＞ 

7 月 1 日例会：15,000 円、7 月 8 日例会：8,000 円、7 月 15 日例会：1,000 円、7 月 30 日例会：3,000 円、 

8 月 5 日例会：4,000 円、8 月 26 日例会：4,000 円 

 

【出席報告】クラブ管理運営委員会：阿部会員 

 

 

 

 

以上 

区分 会員数 出席 欠席 Make up 出席率 

今回 13 10 3 0 76.92％ 

前回 13 8 5 0 61.54％ 

 


