
例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880

2017～2018年度

国際ロータリー会長　イアン Ｈ.Ｓ. ライズリー
ガ   バ   ナ   ー　寺　嶋　哲　夫
ガバナー補佐　内　田　　　稔

会　  　　  長　隈　元　雅　博
会長エレクト　永　嶌　嘉　嗣
副　  会　  長　早　見　秀　一

幹　　　事　荒　井　潤一郎
編　　　集　倉　繁　　　裕

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

平成29年12月  第3例会   晴

点 鐘
Ｒ ソ ン グ
お 客 様

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃

〃

〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

隈元　雅博会長
それでこそロータリー
〈来訪ロータリアン〉
加藤　弘之（東京神宮ＲＣ 会長）
中野　秀嗣（　　 〃 　　）
長谷田孝子（　　 〃 　　）
杉本　由子（　　 〃 　　）
内田　秋人（　　 〃 　　）
重城　敬子（木更津ＲＣ 会長）
藤平　貞順（木更津ＲＣ 幹事）
後藤　良子（　　〃　　）
能城　京子（　　〃　　）
〈小・中学校の先生〉
朝生　光明
（君津市立周西中学校 校長）
田村　　正
（君津市立八重原中学校 校長）
神谷　裕子
（君津市立八重原中学校 教諭）
〈会員社員様〉
向井　明美（木信産業㈱）
釜谷　玲子（　　〃　　）
長谷川　剛
（安房運輸㈱ 常務取締役）
牧野　邦江（漬田重工㈱）
白石　幸子（新日鐵住金㈱）
永瀬　愛美（　　  〃 　　）
佐々木和美（山九㈱）
濱　　三紀（　〃　）
露崎　裕美（㈱テツゲン）
三木　絢加（　　〃　　）
上野みゆき（㈱高田工業所）
〈君津ＲＣＯＢ及びご家族様〉
井家上　進
廣瀬　　孝
廣瀬ますみ（令夫人）
青木　信之
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四つのテスト

〈会員ご家族〉
廣田美千葉（令夫人）
坂井佳代子（　〃　）
坂井　宏通（ご子息）
坂井　友理（ご子息の令夫人）
隈元由美子（令夫人）
早見　征子（　〃　）
藤田　雅恵（内山会員／ご令妹）
岡野玖瑠実（ご令嬢）
阿野　美保（石川会員／ご令嬢）
阿野好太郎（石川会員／ご令孫）
川村　優子（近藤会員／ご令嬢）
藤平　姫奈（ご令嬢）
坂本　麻子（令夫人）
坂本　羽菜（ご令嬢）
〈スペシャルゲスト〉
渡辺あゆ香
大和ヒロシ
大森　俊介会員
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会長挨拶及び報告
隈元雅博会長

　皆さんこんばんは。
　本日はクリスマス例会となります。
　普段ロータリー活動で大変お世話になっている皆
さまにもご参加いただき、楽しいひと時を過ごした
いと思い、様々な趣向を凝らしました。
　詳細は担当委員長より説明があると思いますので
省略しますが、ゲストとして君津市出身のエンター
テナーのお二人を始め、ボランティアバンドの皆さ
んなどにお手伝いいただき、盛大にもり上げていき
たいと思っています。
　私達君津ＲＣでは、地域貢献活動の一環として小



中学校へ出向き、仕事の面白さや大切さを学ぶ出前
教室という出張授業を行っています。
　本日は周西中学校に伺ってきました。朝生校長先
生を始め、先生方には大変お世話になりました。今
後八重原中学、周西小学校にも伺う予定です。
　私たちの使命は、子供たちや次世代の人々が豊か
な心で暮らしていける地域づくりと世界平和活動で
す。毎週集まって真剣に考え、話し合い、共に行動
しています。本日の様な夜間の例会においては、熱
心に活動するあまりに、お酒の量が少し増えたり、
懇親を深めるために遅くまで語り合うこともありま
す。
　ご家族や社員の皆様、どうかご理解ください。朝
から晩まで本業のほか自分の時間を地域貢献と世
界平和の為に使っているロータリアンという生き方
を。
　本日もこの例会の後、本当は早く帰って風呂にで
も入り、明日から公開予定の上野動物園のシャン
シャンを見に行く準備のため、ゆっくりとしたいと
ころですが、心を鬼にして、体にムチ打って、次の
会場へ行き、地域貢献と世界平和について真剣に
語ったり、歌ったりしたいと思います（笑）
　本日、このようにご家族や社員の皆様、大切な仲
間の皆様と共に夜間に例会を行えることに感謝いた
します。
　これからもロータリー活動へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

報　　告
１．12月11日例会終了後、被選理事会を開催し次
年度理事の委員会所属および、ロータリー財団委
員長が承認されました。
　　社 会 奉 仕 委 員 長	 大森俊介会員
　　国 際 奉 仕 委 員 長	 宮本茂一会員
　　青少年奉仕委員長	 佐々木昭博会員
　　職 業 奉 仕 委 員 長	 時下俊一会員
　　ロータリー財団委員長	 大川裕士会員
　宜しくお願いします。
２．本日、周西中学校の出前教室に参加された講師
の皆様、お疲れ様でした。次回の新年初例会にて
職業奉仕委員会の原田委員長より報告をお願いし
ます。
＊	なお、１月19日八重原中、２月に周西小を予定
しております。
３．寺嶋ガバナーより2017−2018年度ＲＹＬＡ実
行委員会　委員として委嘱状が届いておりますの
でお渡しします。
　吉野会員・黒岩会員・岡野会員・佐々木会員

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．12月25日（月）きみつ愛児園にてクリスマス
会が開催されます。
　　　集　合：きみつ愛児園（10時20分）
　　　出　席：隈元会長・荒井幹事・小川社会奉仕

委員長・大川社会奉仕副委員長・村
上会員・谷会員・秋元会員・大森会
員・岡野副幹事（計９名）

　　宜しくお願い致します。
２．同じく25日に本日のオークション売上げを千
葉県共同募金会君津市支会の歳末たすけあい募金
へ募金してきます。
　　　集　合：君津市役所１階レストラン前
　　　　　　　（12時55分）
　　　出　席：隈元会長・荒井幹事・小川社会奉仕

委員長・大川社会奉仕委員長・岡野
副幹事・大森会員（計６名）

３．次週12月25日は、定款第８条第１節Ｃ項によ
り休会です。お間違いないようお願い致します。
４．１月15日お新年初例会（夜間例会）前、17時
15分より第７回定例理事会が開催されます。お
間違いのないよう、理事、役員の方は出席よろし
くお願い致します。

〈回　覧〉
１．新年例会出欠の案内（１月15日18時〜）
２．第４分区インターシティーミーティング出欠の
案内
３．第41回ＲＹＬＡセミナー開催の参加案内

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．新日鐵住金㈱のカレンダー

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博	 皆さん、ようこそクリスマス家族親

睦例会へ。今夜は大いにロータリー
ナイトを楽しんでいってください！

	 会員の皆さん、今晩の言い訳はでき
ました。（笑）

	 今年最後の例会です。３次会まで盛
りあがっていきましょう！

	 	〜Think	Glocal〜（シンク	グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！

荒井潤一郎	 本日は、たくさんのお客様をお迎え
出来た事に感謝します。これからも
君津ロータリーをよろしくお願い致
します。



加藤様、中野様、内田様、長谷田様、杉本様
（東京神宮ＲＣ）	おめでとうございます。本日はお誘

いありがとうございます。今後とも
よろしくお願い致します。

木更津ＲＣ御一同４名様
	 本日は勢いのある君津ＲＣの活力

の源を探りたいと思い、参加しまし
た。今年入会した女子会員二人と幹
事、会長の４人で出席させていただ
きました。どうぞよろしくお願いし
ます。

井家上　進様	 一年ぶり（？）、皆様に久しぶりに
お会いでき、感激です。今日はご招
待ありがとうございます。楽しませ
ていただきます。

廣瀬　孝様、ますみ様
	 皆様、本日は楽しく懐かしいひと

ときを有難うございます。その昔木
更津に転勤して来た時、４番目の愚
息は幼稚園年中さんでしたが、今で
は私の背をとっくに追い越してしま
いました。長女はブラジル留学中、
長男は呑気な大学２年生、次男は大
学受験です。多感な時期を過ごした
子供たちにとって千葉はふるさとで
す。またいつか６人揃って伺いたい
です。本日はお邪魔しました。

大川　裕士	 加藤会長はじめ東京神宮ＲＣの皆
様、重城会長はじめ木更津ＲＣの皆
様、来訪ありがとうございます。楽
しんでいただければと思います。

	 誕生プレゼントありがとうございま
す。

釼持　純一	 東京神宮ＲＣ皆様、ようこそ君津Ｒ
Ｃへ。今宵は楽しい一夜をお過ごし
下さい。

福田　順也	 東京神宮ＲＣの皆様をはじめ、木更
津ＲＣの皆様をはじめようこそ君津
ＲＣへ。今夜は楽しくお過ごし下さ
い。ありがとうございました。

鈴木　荘一	 本日は多くの方々にご来訪を頂きあ
りがとうございました。心より感謝
申し上げます。

宮嵜　　慎	 東京神宮ＲＣ、木更津ＲＣの皆様、
来訪ありがとうございます。

	 明年の皆様方の御多幸と御健勝を御
祈り申し上げます。

武田富士子	 東京神宮ＲＣの皆様、木更津ＲＣの
皆様をはじめお客様の皆様、ようこ
そ君津ＲＣへおい出下さいました。

例会のあとのクリスマスパーティー
皆様よろしくお願い致します。青木
ＯＢの音頭の元？ではなく弟子の
私、富士子がしきります。買って
ちょうだいね‼

	 追伸：東京神宮ＲＣの皆様、先日は
お世話になりました。本日は楽しん
で下さい。中野様、傘ありがとうご
ざいます。

早見　秀一	 本日お越しの沢山のお客様、会員家
族の皆様、どうか楽しんでいって下
さいませ。チャリティーでは良い品
をゲットしていって下さい。

西山　　肇	 本日、周西中学校で出前授業を行い
ました。皆様、お疲れ様でした。

髙橋　雄一	 先に、冒頭、電気を消したりと大変
失礼を致しました。

	 昨日、たわわに実った木に鳥が群
り、フンがすごかったので木を切っ
てしまいました。おがくずが目に
入ったみたいで不自由してます。

谷口　弘志	 今年も残り２週間となりました。明
日は餅つき大会を実施しますが、年
末年始が丸く納まる様に祈願したい
と思います。

内山貴美子	 今年もこれで最後です。１年間お世
話になりました。又、来年も宜しく
お願いします。

佐々木昭博	 皆さん、今年１年大変お世話になり
有難う御座いました。この後の忘年
会とチャリティーバザーも大いに楽
しみましょう。それと私の記念日の
お花を頂き有難う御座いました！

大森　俊介	 今年最後の例会となりました。一年
を振り返り、来年の糧としたいと思
います。皆様には一年間大変お世話
になりました。

別府　明人	 今年一年、皆様大変お世話になりま
した。良いお年を！

黒岩　靖之	 会員の皆様一年間お世話になりまし
た。良い年をお迎え下さい。

遠田　祐治	 出前教室おつかれ様でした。鉄くず
ロボット、私が欲しかったです。来
年は是非チャリティーオークション
へ出品お願いします‼

中野　賢二	 本日、周西中の出前教室で子供達
にロボットを溶接で作ってやりまし
た。中学一年生とは思えないほど
しっかりとした生徒達に驚きまし
た。考えていたより楽しいひととき



を過ごせました。
阿部　昭広	 最近、出席率が悪く申し訳ござい

ません。ＲＹＬＡの方はがんばって
おりますので、皆さま事業所の若手
の社員さんのご参加をお願いいたし
ます。吉野会員、黒岩会員、岡野会
員、佐々木会員、昨日もお手伝いあ
りがとうございました。

坂井　正視	 2017年、皆様にはお世話になりま
した。2018年皆様にはより充実し
た年となりますよう。隈元会長、よ
ろしくお願い致します。

永嶌　嘉嗣	 １年間、大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。

中村　圭一	 Merry	X’mas　今日はみなさんで楽
しくクリスマスを祝える事、心から
感謝します。ありがとうございま
す。

小幡　　倖	 寒くなりました。お客様ようこそ
ロータリーへ。お待ちしておりまし
た‼今年も健康で無事年を越せるそ
うです。感謝です。

近藤　洋子	 皆様には本年も大変お世話になりま
した。皆様のより良い一年を祈念し
ております。

坂本　直樹	 入会させていただいてから、約３ケ
月間でしたが、いろいろお世話にな
りました。来年もどうぞ宜しくお願
い致します。

倉繁　　裕	 忘年例会ゲストの皆様、御来訪あり
がとうございます。

	 先日は、記念日のお花、自宅に送付
いただきありがとうございました。
美しいシクラメンでした。

村上　　進	 皆様、こんばんは。今年こそ欲しい
物を買います。

岡野　　祐	 皆様、一年間お疲れ様でした‼特に
事務局の高島さん、高島さんが居な
ければクラブ運営がスムーズに行か
なかったと思います。引き続きのお
願いと感謝を申し上げます。ありが
とうございました。

谷　　浩司	 このように今年最後の例会を盛大に
開催できた事、大変うれしく思いま
す。来年もがんばってロータリー活
動を行っていきます。

平成29年12月18日　会員家族親睦忘年例会の様子




