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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
国 家 斉 唱 君が代
Ｒ ソ ン グ 奉仕の理想
お 客 様 大里 光夫
（木更津東RC幹事）
〃
清水 一成
（鋸南RC幹事）
四 つのテスト 谷口 弘志会員
【 出 席 報 告 】 免除者４名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2066

58

54

35
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64.81 ％

2065

58

55

38

17

69.10 ％

メークアップ7名

81.82 ％

前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
先週は花植えご苦労様でした。大森委員長も言っ
ていましたが、いつになくいい出来だったと思いま
す。どこからか今年の1年生はやんちゃだとのうわ
さが入っており、心配しましたが杞憂でした。要領
もよく短時間で済み、御茶が間に合わず慌てたほど
でした。また茂田副委員長の御子息は茂田さんから
は想像もつかないような可愛らしい男の子で、他人
事ながら本当に血はつながっているのかなと心配に
なりました。昨日からの雨で一息ついていると思い
ますが、今後も皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。
さて永嶌年度もすでに4か月が過ぎました。つい
先日会長になったばかりで、まだはっきりとした自
覚もないまま、ガバナー公式訪問、ロータリー情報
研究会、地区大会と、特に大きなトラブルもなく
終了しました。ガバナー公式訪問では会員の皆さ
ま、他クラブの皆さまにもご協力いただき、ロータ
リー活動への理解を深め自クラブを見直すことがで
きました。ガバナーとの懇親を深めることもできま
した。また地区大会では一日目の本会議でRI会長
賞をはじめとして多くの賞をいただき、大変光栄で
した。RI会長代理歓迎晩餐会では他の多くのクラ
ブの会長さん幹事さんと親睦を深めることができ、
気軽にしまちゃんと呼んでいただけるようになりま
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した。2日目も様々な講演を通してロータリーにつ
いての理解を深めることができ大変有意義な2日間
でした。吉野ガバナー補佐、廣田幹事をはじめとし
て当クラブの会員の皆さま、また他クラブの皆さま
にも大変なご支援をいただきました。どうもありが
とうございます。この場を借りて厚く御礼申し上げ
ます。また当クラブの重要な行事である、枝豆収穫
祭、花抜き、花植えも無事に終わりました。来月は
出前教室も予定されています。このような行事を通
じて地域の方々、子供たちにロータリーの活動、精
神といったものが少しでも理解されるきっかけに
なってくれればと思います。これから年末に入り、
私の苦手な夜間例会、飲み会なども続きます。私は
お酒は実はあまり得意ではありません。皆様どうか
誤解の無いように、お手柔らかにお願いします。普
段狭い世界で暮らしており、世間知らずでおそらく
会長挨拶は病気の話にばかりなると思っていたので
すが、まだあまりその機会がありません。次回の会
長挨拶では是非得意分野で何かお話できればと思い
ます。以上甚だ簡単ではございますが、本日の会長
挨拶とさせていただきます。
報
告
１．先週10月28日、周西中の生徒さん及び先生
（総勢93名）と一緒に、駅前花壇の花植えを行
いました。ご協力頂きました会員の皆様、お疲れ
様でした。
２．第2790地区橋岡ガバナーより地区役員、
RYLA実行委員会委嘱者へ委嘱状及が届いており
ますので平野会員へお渡し致します。
３．記念すべき本年度第一号来訪者の大里様（木更津
東RC）
、清水様
（鋸南RC）
へ記念品をお渡しします。
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岡野 祐幹事
１．第5グループ親睦麻雀大会が開催されます。
日 程：11月10日（土）
集 合：8時40分 開 始：9時
終了予定：15時
場 所： 三色
住 所：木更津市永井作1－10－1
出席者： 黒岩会員・宮本会員
２．第5グループのインターシティーミーティング
が1月26日（土）の14時から、かずさアカデミア
ホールにて開催されます。
当クラブはホストクラブとなっております。ま
た、移動例会となりますので会員の皆様のご出席
をお願い致します。
３．11月12日（月）例会前11時30分より指名委員
会が開催されます。
関係者の皆様はご出席下さいますようお願い致
します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報については次週
まとめて回覧します
２．スリランカセミナーの出欠の案内
〈配布物〉
１．例会プログラム
第5回南房総さざなみ映画祭のご紹介
南房総フィルムロケット南房総さざなみ映画祭
実行委員長 清水一成（鋸南RC幹事）
南房総の小さな映画祭
今年も恒例の映画祭を芸術
の秋を感じる11月に開催する
ことになりました。南房総地
で映画による地域交流と芸術
文化を感じていただく市民と
近隣地域の皆様に向けて開催
いたします。特に他の地域以
上に映画・ドラマにPV・コ
マーシャルなどのロケ地としても全国的にも有名な
場所です。しかしながらロケ地で有名ですが映画館
が無いので映画から遠ざかっている状況です。私た
ちの団体では、製作者の協力の下、できる限り地元
で上映会を行っていきたいと思います。今年度の
開催で10回目の映画祭となります。第10回目を記
念して今年は2008年に滝田洋二郎が監督を務め、
第81回アカデミー賞外国語映画賞作品『おくりび
と』を記念上映予定です。

■日 時：
平成30年11月17日（土）・18日（日）13時半よ
り17時まで 18日（日）9時半より17時まで
夜の映画祭11月17日（土）17時より受付
■会場・場所：
メイン会場：千葉県南房総市富浦原岡88番地2
とみうら元気倶楽部「さざなみホール」会場に
て開催
夜の会場：千葉県安房郡鋸南町竜島945 星陵会
「勝山寮」で開催
■料 金：
1,000円／両日券／各作品視聴可能（高校生以下
半額）を予定
※2日間で何度でも上映作品が観られます。
※映画『おくりびと』は18日に一般無料公開上映
委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
11月の誕生祝・私の記念日

11月 の 誕 生 祝

谷口 弘志

Ｓ. 33. 11. 3

11月の私の記念日
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ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
木更津東RC大里幹事、鋸南RC清水
幹事、本日はようこそいらっしゃいま
した。楽しんで下さればと思います。
岡野
祐
本日はあくまでもガバナー公式訪問
と、地区大会と枝豆収穫祭、花植え
が終了したお疲れさん会です。まだ
先は長いので皆様よろしくお願い致
します。

倉繁

裕

久し振りの夜間例会ですが、これか
ら年末年始、スケジュールタイトに
なり、懇親会も増えてきます。忙し
いときにこそ、いろいろ問題が発生
して増々タイトになり、マーフィー
の法則は当たっています。
内山貴美子
清水様、大里様、本日は君津ロータ
リーにようこそ！今日は慰労会で
す！会長・幹事もほぼ行事が終って
今夜はすっかりリラックスしていま
す。楽しんでいって下さい。今後も
皆様、宜しく！
清水 一成様（鋸南RC）
本日は移動例会に参加させていただ
きましてありがとうございました。
大勢の会員様がいらっしゃる例会は
とても緊張しました。
大里 光夫様（木更津東RC幹事）
本日は例会に参加させていただき有
難うございます。当クラブ例会にも
是非足をお運び下さい。お待ち申し
上げます。
谷口 弘志
私の記念日のプレゼントを頂戴致し
ました。会員の皆さんありがとうご
ざいました。昨日、平成の大修理を
行った日光東照宮の陽明門を参拝し
て来ました。あらためて日本の職人
さんの仕事ぶりの繊細さに感銘を受
けました。
廣田 二郎
①記念日の花ありがとうございま
した。11月2・3日と出張（飲み
会）で奥様に申し訳ないと思い、
メールにてやさしい言葉かけまし
たが…返事ナシ！！
②フーチン君が11月4日、我が家に
来ました。目的は誕生祝を渡す為
（8月誕生でマフララーをお祝い
あげました）。今をときめく東芝
メモリーのソフト関係の開発で多
忙とのことでした。
西山
肇
欠席続きで申し訳ございません。大
変遅ればせながら、10月に私の記念
日のお花を頂きました。ありがとう
ございます。
隈元 雅博
霜月となり、全国各地から初霜の便
りが届いています。永嶌年度も佳境
を迎え、いよいよ本領が発揮されて
きました。本日の夜間例会と2次会
を楽しみに来ました。特に永嶌会
長と宮本会員の絡みに注目していま
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す。これからもロータリー活動を頑
張ります。
11月6日は私の記念日です。これで
また1年もちます。いつも命の花を
ありがとうございます。
親睦会、お世話になります。宜しく
お願い致します。
先週は花植え奉仕作業にご協力頂き
ありがとうございました。皆様のご
協力のおかげでスムーズに終了する
事ができました。
大里様、清水様、本日は当例会にお
越し頂きありがとうございます。
先週27日～29日にかけて人生初め
て京都の寺社巡りをして来ました。
久し振りの家族旅行でした。紅葉に
はいささか早過ぎましたが。
入会してから初の夜間例会となりま
す。普段とは違う例会を楽しませて
頂きました。
永嶌会長、岡野幹事、大変お疲れ様
でした。あと、わずかです。ゆっく
りボチボチまっとうしてください。
皆様こんばんは！！清水様、大里様、
君津RCへようこそ！！朝晩冷え込む
日が続いてます。健康管理に気を付
けて日々過ごします。
プロ野球日本シリーズ、広島カープ
を応援しておりましたが残念ながら
負けてしまいました。日本一の夢は
来年に持ち越します。
清水様、大里様、本日はお越し頂き
誠にありがとうございます。地域活
性化の為、大変勉強になりました。
大里様、清水様、ようこそ君津クラ
ブへ。親睦を深めましょう。
木更津東RC様、鋸南RC様、ようこ
そお越し下さいました。第5回南房
総さざなみ映画祭の成功をお祈り申
し上げます。
本日は当館ご利用頂きありがとうご
ざいます。
今週初め、50年来の友人の葬儀が
ありました。田舎出身の高一生を楽
しく意義ある高校生活に導いてくれ
ました。弔問者の多くは友に世話に
なったペットの親達。口々に「先生
ありがとう…。」良い友を亡くしま
した。
本日久しぶりの夜間例会です。飲み

荒井潤一郎

内藤

別府

智介

明人

すぎない様にしっかり楽しみましょ
う。木更津東RC大里様、鋸南RC清
水様、ご来訪有難う御座います。
清水様、大里様、ご来訪ありがとう
ございます。今後共よろしくお願い
します。
年末に向けて1台でも多く稼働出来
る様に2種免許取得の合宿に参加し
ていた従業員から無事合格の報告を
受けました。信頼に応えられる様頑
張ります。
早くも今年残り2ケ月となりました。
月日が過ぎるのは早いものです。

松井泰次郎

宮嵜

慎

黒岩

靖之

懇親会の様子（H30.11.5）

黒崎播磨（株）陸上部は先日11月
3日（土）北九州で開催された九州
実業団駅伝大会で4位に入賞しまし
た。従って、来春1月1日元旦ニュー
イヤー駅伝に出場します。応援宜し
くお願い致します。
木更津東RC大里様、鋸南RC清水様、
本日はようこそご来訪頂きました。
鋸南RC清水様、木更津東RC大里
様、君津RCへようこそ。ごゆっく
りくつろぎ下さい。

