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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
お 客 様 秋元ゆかり
（㈱Le lien 代表取締役）
四 つのテスト 福田 順也会員
【 出 席 報 告 】 免除者４名 休会０名
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前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
始めに当クラブの会員であり第31代および第35
代会長を務められた坂井正視様が12月8日早朝に亡
くなられました。謹んでご冥福をお祈りしたいと思
います。近所でもあり思い出を話せば尽きないとこ
ろではありますが、本日はご報告のみとさせていた
だきます。
さて永嶌年度も約半分が過ぎ本日はクラブ協議
会です。よろしくお願いいたします。12月6日第3回
会長幹事会が行われました。ガバナー補佐あいさつ
に続いて吉野ガバナー補佐よりガバナー補佐会議
の報告があり、ライラへの参加要請、会員増強に関
する要請などでした。続いて各クラブから活動報告
がありましたが、当地区ではすでにすべてのクラブ
でガバナー公式訪問が済んでおり、地区大会、ロー
タリー情報研究会も終わり皆さんほっとしている
様子でした。その中でいくつかの提案がございまし
たが、その場で決定できるようなことではなく、引
き続き検討することになりました。次にインターシ
ティミーティングに関して吉野ガバナー補佐から、1
月26日かずさアカデミアホールで行われること、中
村靖治パストガバナーにご講演いただくこと、テー
マは「これからのロータリーの生き方」であること、
トピックスとしては今回は富津中央、木更津東、君
津の各クラブから活動報告となることなどが発表さ
れました。インターシティミーティングは全員が対
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象であり、各クラブから60％程度の出席が望まれま
す。今回は当クラブはホストクラブとなりますので
皆さま出席のほうよろしくお願いいたします。当ク
ラブの活動報告については先週の会長挨拶でさせて
いただいた通りですが、その後写真を再度検索して
いたところ、秋桜もけっこうきれいに咲いていると
きもあること、ヒマワリが咲いている写真もあった
ことなどが分かりました。インターシティミーティン
グの時に紹介したいと思います。そのあとは楽しく
懇親会を過ごしました。例によって飲みすぎました
が、いつの間にか富津中央、富津シティロータリー
クラブの夜間例会に参加する約束をしていました。
羽目を外しすぎて君津ロータリークラブの名を汚す
ようなことがないように注意して参加してきます。
以上本日の会長挨拶とさせていただきます。
報
告
１．第６回理事会が12月４日に開催されましたの
で報告を致します。
①会計報告 ＊承認
異議なし
②下期会費請求について 下期 １ドル＝112円
（上期 １ドル＝110円） ＊承認
年会費 85,000円
8,400円
Ｒ財団寄付（75ドル）
ＲＩ分担金（32ドル）
3,584円
Ｒ財団／ポリオ寄付（15ドル） 1,680円
地区分担金
12,640円
米山奨学金
7,500円
分区分担金
2,500円
1,296円
ロータリーの友
周年特別基金
10,000円
合
計
132,356円
＊ 但し、レート112円は12月のレートの為、１
月のレートが確定次第それに準じて請求書を
発行する。
③会員の退会及び後任の方について ＊承認
＊坂井会員、11月15日付退会希望。後任はホテ
ル千成の専務（坂井会員の奥様）
新入会員 坂井佳代子様 推薦者：武田会員
（本日入会式）
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＊上妻会員、11月末退会。
＊阿部昭広会員、12月末退会。一身上の都合に
よる
④きみつ愛児園のクリスマス会・社会福祉協議会
への寄付について（12月25日開催） ＊承認
⑴きみつ愛児園クリスマス参加
＊プレゼント：お菓子￥800×65人数分（ラ
イオンズクラブと折半で￥26,000）
⑵社会福祉協議会へチャリティーバザーの募金
のうち10万円を寄付
⑤1月出前教室開催について（八重原中学校）
1月25日実施 ＊承認
八重原中学校集合
10：00
授業
10：20～11：20
写真撮影＆閉講式
10：20～12：00
千成にて食事・解散 12：30～
⑥１月7日新年初例会について ＊承認
時間：18時00分～ 理事会17時15分～
場所：ホテル千成
＊別紙参照P4-5
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：還暦の抱負…黒岩会員
年男の抱負…中野会員・福田会員・村上会員・
宮嵜会員・藤平会員
＊会費…5,000円（例年通り）
＊かずさ青年会議所へ案内を出す
⑦君津ＲＣのホームページサーバー移行、管理会
社変更について ＊承認
移行費用は発生するが、今後の維持管理の費用
軽減され、現在よりメモリー量も大幅に増加す
るなど有効活用できる
⑧次年度理事について ＊承認
本日の年次総会にてご報告いたします。
⑨次期地区委員推薦について ＊承認
鈴木会員を米山委員会に推薦（他、推薦者あれ
ば検討）
⑩クラブカード作成について ＊承認
＊支払いをカード利用することにより、自動的
に寄付できるため利用のためにクラブカード
を作成する（年会費なし）
＊名義は会長名とし、毎年変更する。
＊次回理事会 １/7 17時16分～ ホテル千成
⑪その他 ＊承認
＊新理事会 次週12/10 例会終了後13時30分～
ホテル千成
２．12月6日（月）新日鐵住金かずさマジック納会
がハミルトンホテルにて開催。出席者：荒井会
員。お疲れ様でした。
３．12月3日（月）東京神宮ＲＣのクリスマスパー
ティが渋谷区の「エコファームカフェ」にて開
催。出席者：川名会員ご夫妻。お疲れ様でした。

４．国際ロータリー第2790地区、諸岡ガバナーエ
レクトより鈴木会員へ仮委嘱状。＊2019-20年度
「米山記念奨学委員会 委員長」
幹
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岡野 祐幹事
１．12月17日（月）、周西中学校にて出前教室が
開催されます。
集合：10時 周西中学校
講座担当：職業奉仕委員会 時下委員長、遠田副
委員長、西山委員、永嶌会長、坂井会員、倉繁
会員、赤星会員、中野会員
他出席者：岡野幹事、小幡研修リーダー
同日17日の例会は、会員家族親睦忘年例会(夜間
例会:点鐘18時)。チャリティーオークションに出
品する品をお願い致します。
２．ガバナー事務所およびガバナーエレクト事務所
の年末年始休業のお知らせ
12月26日（水）～1月6日（日）まで
３．当クラブ事務局の年末年始休業のお知らせ
12月27日（木）～1月6日（日）まで
４．本日、例会終了後、13時30分より新理事会を
開催。
総会にて承認された次年度理事・役員の方は、出
席をお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．新年初例会の出欠の案内（1月7日18時～）
４．第5グループ第7回親睦麻雀大会の案内
５．木更津ＲＣより親睦夜間例会の案内
６．ロータリー希望の風奨学会より風の便り
７．ロータリーショップの案内
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友（12月号）
年次総会

永嶌嘉嗣会長
これより年次総会を開催致します。
クラブ細則第５条第１節に基づき、次年度の役員
及び理事の選出を行います。
次年度の役員および理事候補者を隈元指名委員長
より発表して頂きますのでお名前を呼ばれた方は前
へお進み下さい。
次 期 会 長 内山貴美子会員
次期会長エレクト 荒井潤一郎会員
次 期 副 会 長 中村 圭一会員

次 期 直 前 会 長 永嶌 嘉嗣会員
次期研修リーダー 小幡
倖会員
次 期 幹 事 武田富士子会員
次 期 会 計 芝﨑
均会員
次 期 Ｓ . Ａ . Ａ . 佐々木昭博会員
次 期 副 幹 事 福田 順也会員
次 期 理 事 茂田 秀和会員
次 期 理 事 大住 昌弘会員
次 期 理 事 西山
肇会員
次 期 理 事 宮嵜
慎会員
以上、13名です。会員の皆様、拍手をもってご
承認をお願い致します。（全員一致で承認）
それでは次期会長に就任されます、内山さんより
御挨拶をお願い致します。

で命と心を繋ぐ各クラブの活動を紹介しています。
22ページからはロータリー日本財団の平成29年
度事業報告がされています。寄付額も順調に伸びて
いるそうです。
続いて、縦組みに移ります。
4ページから新しい人生と寿命を延ばす方法が紹
介されています。人生100年時代、どの様に設計し
て行くか生物学に照らし合わせて紹介しています。
最後に15ページの友愛の広場から、不条理にど
の様に立ち向かうか？あって欲しくないけど世の中
に確実にあるものです。
この記事では目の前の出来ることをやると言った
行動が希望があるのではないかと？この不条理の流
れが変わるまで！との事なので、やる事をし尽くし
た時に不条理を嘆きたいと思います。
クラブ協議会
上期活動報告
Ｓ．Ａ．Ａ．

次期、会長予定の内山貴美子でございます。
大勢の皆様の前で話をすることや、このような大
役は今まで、あまり経験が有りませんので、色々と
聞き苦しい時や、不手際も多いかと思いますが、心
寛大なるロータリアンの皆様のご協力のもと、素晴
らしい役員・理事・会員にアドバイスを頂き、助け
られながらロータリー活動をがんばりたいと思いま
す。そして、今以上に、みんなが楽しいと思えるよ
うな、明るい君津ロータリークラブにしていきたい
と思います。
会長の器ではありませんが、選任していただいた
以上、一生懸命努力して、一歩でも前任の会長様方
に近づけるよう努力いたしたいと思います。
どうぞ皆様1年間宜しくお願いします。
委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会

内藤智介委員
皆さんこんにちは、本日は色々立て込んでいると
の事でロータリーの友を大急ぎで紹介させていただ
きます。
まず横組の8ページから、知的好奇心に火を付け
ろ！との事で、子どもサイエンス実習自然は不思
議。面白い。楽しくなけりゃ理科じゃない！をコン
セプトに授業作りをし当君津ロータリークラブの出
前教室の様な活動を紹介しています。
また、16ページから疾病予防と治療月間と言う事

福田順也Ｓ.Ａ.Ａ.
・点鐘30分前までに準備を終え、秩序正しく、品
位ある例会の進行が、できました。
・親睦委員会のご協力を頂き、通常例会では、毎
回、お楽しみ席替えの実施ができました。
・例会の進行を、委員が順番に行う事ができました。
以上、下期も上期以上に頑張ります。
クラブ管理運営委員会

倉繁

裕委員長

方針：
当クラブの会員構成とその特性を活かし、クラブ
運営の基本原則や会務のあり方を十分に理解しつ
つ、ロータリーの諸活動を楽しむべく、例会の充実
と会員相互の親交等を深める。親睦委員会の円滑な
運営のための調整・支援を行う。
方針に従って、下記推進を行った。下半期も同様
に取組む。
・クラブ運営の基本原則や会務のあり方を踏まえ
て、会員がロータリー諸活動を楽しむべく活動を
進める。
・親睦委員会が策定した活動目標と活動状況を把握
し、各種企画に対する会員の積極的な参画を働き
かける。
・例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、諸活
動の工夫等の提案を行う。
親
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宮嵜 慎委員長
親睦委員会の上期活動報告です。まずは活動方針
として「楽しく魅力ある例会と親睦活動を計画実施

し、会員相互のフェローシップを深める後押しをす
る。忙しい仕事の合間を抜けてでも出席したいと感
じる価値ある例会、ロータリー活動にする。それに
より出席率を向上させ、退会防止、会員増強に繋が
るよう尽力していく。」と打ち立てて活動しており
ます。
〇上期としては、まず会員及び外部の卓話を定期的
に実施出来ました。
〇またニコニコＢＯＸの発表ではＳＡＡとの連携に
より、今まで以上に例会終了時間を意識して行い
ました。
〇親睦行事としては、９月29日（土）に「会員家
族親睦ボウリング大会＆食事会」を実施し安房運
輸グループを含め総勢39名の参加を頂きました。
〇また下期には姉妹クラブである甲府東ＲＣの創立30
周年記念式典が来年の5月25～26日開催されます。
皆様のご協力をお願い致します。
会員増強委員会

内山貴美子委員長
活動状況に関しましては、委員長の内山、副委員
長の荒井潤一郎会員、秋元秀夫、青柳博、武田富士
子、坂井正視会員で活動いたしましたが、増強活動
は難航して目標の６４名に達することができません
でした。
逆に退会者も数人出てしまい目標達成は、かなり
ハードになりましたが、これから下半期、武田会員
の女性パワーをふんだんに使って会員増強に努めて
いきたいと思います。
今後の活動計画として活動計画に書いてあるよう
に下記の活動を継続します。
１．ロータリーの理念を理解し、奉仕活動に意欲の
ある人を選出、推薦し委員を増強する。
２．既存会員の協力を得て、新規会員の推薦を強化
し増強を図る。
３．クラブの雰囲気向上のため、女性及び若手の会
員の増強を図る。
ロータリー情報委員会

宮本茂一委員長
ロータリークラブを通じて、自分自身の人生を豊
かに過ごす選択技の一つとして活用できるように伝
える事と、会員の経営知識を参考にして自分の会社
が発展出来るようにしてもらいたい。
公共イメージ向上委員会

大住昌弘委員長
１．当クラブホームページは開設後約10年となる
が、2018-2019新年度体制移行を機に、ロータ
リークラブに対する公共イメージの向上について

果たすべきホームページの位置づけ、それにとも
なうホームページの構成等について、見直し改善
検討に入った。
その後、関係者と打ち合わせる中で、これまで
の管理補助会社のホームページ担当部門が不採算
部門として廃止され外注先への依存体質となって
おり、昨今のＩＴ技術の急速な発展によるデータ
容量の低コスト化など技術動向に追随できず、現
行のままでは高コストかつ事務局含め関係者が随
時相談しづらい体制となっていることが明らかと
なった。
検討の結果、サーバー会社も切り替え、新し
い管理補助会社に変更することで、圧倒的に容量
が大きくなり（400MB→20GB）、今後の運用の
コストダウンや利便性を図れることが判明したの
で、今回、１２／３理事会に諮り、承認を得た。
今後２カ月間の並行本番により円滑に移行を図り
たい。
２．本年１０／１３(土)、枝豆収穫祭が開催され、
開会式で招待者や一般参加者に対し、国際ロータ
リークラブの活動全般や君津ロータリークラブの
奉仕活動について、簡単に説明した。また、それ
に先だって、倉繁副会長より開会あいさつの中で
ポリオ撲滅運動について紹介があった。
本件については、昨年に続き「ロータリーの
友」に寄稿済みで、今後掲載される予定。
３．例会、クラブ活動内容について情報確保に努
め、会報の作成やその内容の充実を図る為、当委
員会各委員が事務局と連携し輪番性を原則としつ
つ協力しこれにあたっている。
４．ロータリーの広報誌「ロータリーの友」の紹介
を通して、内外のロータリアンの活動を知ると共
に奉仕の理念を育むべく、記事内容について当委
員会各委員持ち回りにて各月例会において紹介し
ている。
奉仕プロジェクト委員会

内山貴美子委員長
活動状況に関しましては、委員長の内山、荒井潤
一郎副委員長と共に活動いたしましたが、社会奉
仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕の４委員会が
連携していただけたおかげで順調に進捗しています。
今後もすべての会員が連携して活動し、クラブの
魅力を高め、各委員会主導のもと一体感を高め、楽
しく活動できるようにサポートしてまいります。
社会奉仕委員会

大森俊介委員長
上半期の活動報告ですが、7月の駅前花壇の水撒
きに始まり、9月3日に君津警察署 交通課長より、

当地区の交通事故状況や千葉県警の取り組みなど地
域の安心安全を考える機会の提供となりました。
10月13日には枝豆収穫祭を開催しましたが、公
共イメージ向上委員会、国際奉仕委員会のPR活動
を通じ、参加者へRC活動の理解を深める場を提供
できました。
10月29日には、周西中学校1年生による駅前花壇
花植え奉仕事業を行いました。君津駅の玄関口にふ
さわしく綺麗に花が咲いております。
残りの上期の活動として、12月クリスマス例会
において歳末チャリティーを開催しますので、会員
の皆様のご協賛を宜しくお願い致します。
また、12月25日には、きみつ愛児園様にてクリ
スマス会への支援活動を実施します。会員の皆様に
はサンタクロースでのお手伝いをお願いしておりま
すので、引き続きご協力をお願い致します。
また、100年バンドに対する支援は、活動毎に実
施しております。
社会奉仕委員会は、上期でほぼ事業が終了します
が、下期も気を引き締めて活動して参りたいと思い
ます。
国際奉仕委員会

宮本茂一委員長
委員の大住会員の熱意により、スリランカの小学
校の水事業、浄水器を提供・支援することが出来ま
した。「枝豆収穫祭」などこれからも実現可能な奉
仕活動を継続します。
職業奉仕委員会

時下俊一委員長

１．出前教室の実施
例年通り、周西中、八重原中、周西小の三校で出
前教室を開催することとし、下記二校は
周西中学校 2018年12月17日（月）午前中
八重原中学校 2019年1月25日（金）午前中
の日程で実施することとして具体的準備に入りました。
周西小学校は2019年2月に実施することとして、
年内を目処に日程調整を実施する。
２．授業内容のリニューアル
新たな講座を一つ実施することとした。
青少年奉仕委員会

佐々木昭博委員長
上期は、ほとんど活動予定がありませんでした
が、来年２月２日と３日に行なわれますRYLAセミ
ナーの準備で、10月から月１回、現地岩井海岸ま
でのコースの準備に通っております。また、RYLA
参加青少年として、村上会員の徳山ビルサービス様
から2名、永嶌会長の玄々堂君津病院様から1名、

アドマスター様から1名の計4名と、参加ロータリ
アンとして内藤会員の参加登録をする事が出来まし
た。実行委員6名と併せて11名参加するという活動
計画の目標は達成できております。
ロータリー財団委員会

大川裕士委員長
上期委員会活動を報告致します。
活動方針のもと、活動計画を実行して参りまし
た。1.から6.までの計画の内、3.を除く活動は実行
しました。2018-19年度の地区補助金のプロジェク
ト名は「出前教室」ですので、職業奉仕委員会と協
力して行きたいと思っています。
ロータリー財団委員会の活動について、少し申
し上げます。本年度につきましては、２月10日に
RI2790地区ロータリー財団補助金管理セミナーが
開催され、地区補助金申請予定クラブは最低１名の
出席が義務のセミナーです。何故なら覚書（ＭＯ
Ｕ）を提出しないと補助金申請を受付けて頂けない
からです。申請提出期間は３月１日から３月31日
締切（当日消印有効）となっており、大変時間的に
は厳しいと感じました。次年度予定者が予備知識も
なく出席しても、補助金申請の権利だけを得るセミ
ナー出席になってしまったと、感じました。20192020年度は現幹事、委員長、次年度幹事予定者、
委員長予定者で話し合いを持って、方針を探った方
が良いのではと思っています。
米山記念奨学会委員会

鈴木荘一委員長
通常寄付⇒上期分納入
特別寄付⇒２人：200,000円納入
奨学生の卓話実施⇒10月に実施
奨学生の世話クラブへ⇒今回世話クラブになれる様
に申請
以上です。
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
坂井さん、さようなら
岡野
祐
坂井会員のご冥福をお祈り申し上げ
ます。
倉繁
裕
先週、記念日のお花を自宅に送付頂
き、ありがとうございました。1年1
年の積み重ねが速く感じられます。
最近の世界の産業構造も従来にも増
して、速い変化を遂げています。時
間を大事に、公私共に、過ごして行
きます。
内山貴美子
秋元さん、本日は来訪ありがとうご
ざいます。入会お待ちしています。

隈元

雅博

荒井潤一郎
釼持 純一
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裕士

武田富士子

内山

前田

赤星

雅博

亮
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次年度会長選任いただきました。次
年度宜しくお願いいたします！
坂井正視会員のご冥福を心よりお祈
り申し上げます。最後までロータリ
アンとして誇りを持って生きた故人
の様にこれからもロータリー活動を
頑張ってまいります。
坂井さん、ご冥福をお祈りいたします。
坂井会員、長い間のお付き合い頂き
ありがとうございます。ご冥福をお
祈りいたします。
坂井会員のご冥福を心よりお祈り申
し上げます。
本日は「ニコニコ」という気持ちに
はなれませんが…
17日の周西中の出前教室ご参加の皆
様、よろしくお願いします。
坂井正視会員ご逝去の報を聞き、あ
の気さくで明るい笑顔がもう見れな
いのかと思うと大変さびしく思いま
す。色々とお世話になり、有難う御
座いました。
秋元さま、来訪ありがとうございま
す。誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。坂井会員のご冥福をお祈
り致します。
本日、坂井佳代子様の入会のご紹介
の予定でしたが、正視氏の突然の不
幸な知らせで延期致しました。坂井
佳代子様の入会は正視氏の強い意向
からです。入会式等は来年になりま
すが、よろしくお願い致します。そ
して本日、もう一人の仲間、秋元ゆ
かり様が来てます。皆様、きれいど
ころの集まりとなり、どうぞよろし
くお願い致します。
土曜日は前住店の部下とのゴルフと
忘年会でした。転勤して２年半にな
りますが、未だに懇親会を開催して
くれるのは嬉しいものです。決して
強制はしておりませんのでそれだけ
はアピールします！
坂井会員のご冥福をお祈り致します。
今年も１ケ月を切りました。正月は
実家の母親の介護で帰省する予定で
す。寝たきりの母親ですが、いまだ
に言われます、「人様に迷惑をかけ
ないように」いつになっても親子の
関係は変わらないんですね（笑）
本格的に寒くなりました。来週は出

喜多見

貴

芝崎

均

廣田
遠田

二郎
祐治

大森

俊介

髙橋

雄一

別府

明人

福田

順也

大浦

芳弘

中村

圭一

黒岩

靖之

西山

肇

宮嵜
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前授業です。頑張ります。
気温差が激しく寒くなってきたので
体調に注意しながら年末まで頑張っ
ていきたいと思います。
12月に入り、急に寒くなりました。皆
さん、健康管理に気を付けましょう。
坂井会員のご冥福を祈ります。
土曜日、会社の旅行で17年ぶりに
ディズニーシーに行きました。寒い
けど楽しかったです。
入会後初の大当りを頂きました。一
年の良い締めくくりになりそうで
す。来週のチャリティーへのご協賛
も宜しくお願いします。
坂井さん、大変お世話になりまし
た。ゆっくりおやすみ下さい。おつ
かれ様でした。
やっと冬らしくなりました。皆様、
お体を大事にされて下さい。
とにかく寒いですね。体に気を付け
てがんばります。
坂井会員のご冥福をお祈りいたします。
急な寒さです。会員各位もご自愛下
さい。
急にというよりようやく冬らしく
なってきました。クリスマス、年末
という実感がないままボーッとすご
してきましたが、気合いを入れ直し
て平成最後の年末年始を迎える準備
をいたします。
坂井会員の訃報におどろいていま
す。ご冥福をお祈りいたします。長
い間お世話になりました。
12月６日（木）にかずさマジックの
納会が行われました。今シーズンも
多くのご支援・ご声援を頂き、あり
がとうございます。来シーズンも引
続き宜しくお願い致します。
坂井さんの御冥福をお祈り申し上げ
ます。
先週は会社行事で欠席して申し訳ご
ざいませんでした。先々週に患った
急性胃腸炎がやっと回復したようで
す。残り二週間、宴会を頑張って乗
り切りたいと思います。
秋元様、ありがとうございました。
坂井様、どうぞ宜しくお願い申し上
げます。先週末にリレーマラソンに
参加して10㎞走ってきました。ノー
トレーニングで臨んだため、左足
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首を痛めて、足腰はガクガクです。
もっと日常の運動をしないといけな
いと実感しました。
土曜日に豊洲市場に行って来まし
た。もう３時頃だったので市場の中
は閑散としていましたが、お寿司屋
さんは２時間待ちの行列で札止め。
こんな中、ツアー客がまだまだ続々
と入場。屋上の緑化公園からの夕陽
はすばらしかったです。
本日は休会の連絡を入れていたので
すが、予定が空き、出席させて頂き
ます。来週は予定があり欠席となり
ますので今年は今日いっぱいとなり
ます。今年１年、ありがとうございま
した。来年もよろしくお願いします。
昨日、坂井さんの話を聞いてショッ
クを受けました。パソコンで昔の写
真を見ると楽しそうに七夕まつりの
段取りをする坂井さんが写っていま
した。故人のご冥福をお祈り申し上
げます。
皆様こんにちは！！秋元様ようこそ君
津ロータリークラブへ。急に寒くな
りました。健康管理に気を付けて生
活します。
次年度地区委員にご推薦頂きありが
とうございます。与えられた職務を
一生懸命頑張ります。
本日より全国交通安全運動が始まり
ました。10日間に限らず年内無事故
無違反で新年を迎えたいものです。

