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会長挨拶及び報告
隈元雅博会長

　皆さんこんにちは。
　先日谷口会員のニコニコでもご紹介されていました
が、マレーシアの選挙で独立以来初めて野党が勝利し、
党首のマハティール氏が首相になりました。
　マハティール氏は第４代首相を 22 年間務め、1981
年から掲げたルックイースト政策（Look East Policy）
により国を発展させた事で知られています。
　従来マレーシアは、歴代首相がイギリス留学経験者
であったこともあり、欧米の先進国を国の発展の手本と
してきました。しかし、マハティール首相は、アジアはア
ジアで独自の経済発展を遂げていくべきだという主張を
持っていました。いつまでも欧米を手本にして、欧米の
経済発展に追従するのはよくないと考えたのです。今
後は自国の利益の為に、アジアを含めた諸外国に対し
て厳しい政策が出てくるかもしれません。
　娘のマリナ・マハティールさんの言葉からその人物像
と意外な一面が覗えます。
　「父は『何でも働いて手に入れなければならない、タ
ダで手に入るものなど何もない』ということをよく言って
いました。そして私たちに教えてくれたことは、社会活動
にボランティアとして参加することです。父はどこかのロー
タリークラブの代表で、各地に行ってスピーチを行ってい
ました。とても下手で、若いころはカチカチになって話し
ていました。」とのことです。
　若手のロータリアンの皆さん喜んで下さい。話し下手
な方、緊張してカチカチになる人でも、これからの精進

次第で首相に成れる可能性があります。
　大先輩のロータリアンの皆さん、『時代が変わった』
とか『若い人の時代だよな』などと言わないでください。
92 歳にして首相に返り咲き、今もなお国を良くしようと働
き続けているマハティール首相がいます。まだまだこれか
らです。多くの先輩の皆さんは、持ち前のバイタリティと
リーダーシップによって、苦しい中厳しい中でも、地域の
為、世界平和の為に長年にわたりロータリー活動を行っ
てこられました。そしていまもつづけられています。
　本当に頭が下がります。今までありがとうございました。
　しかし決して終わりではありません。いよいよこれから
です！今こそ力を合わせ、子や孫の為に、血のつながり
は無くとも、魂の遺伝子を受け継ぐ次世代の若者の為
に、さらに良い世界へと変えていこうではありませんか。
　本日も皆様と共にロータリー活動ができることに感謝い
たします。

報　　告
１．５月28日（月）の例会終了後、周西中学校の

生徒さんと一緒に君津駅前花壇の花植えを行いま
した。社会奉仕委員会の小川委員長をはじめご協
力頂いた会員の皆様、お疲れ様でした。

２．秋元会員へ国際ロータリー第2790地区寺嶋ガバ
ナーより長寿ロータリアンとして表彰状が届いて
おりますのでお渡し致します。おめでとうございま
す。また、橋岡ガバナーエレクトより、2018－19年
度 地区諮問委員会 委員として仮委嘱状が届いてお
りますので、お渡しします。

３．平成30年春の叙勲にて秋元秀夫会員が旭日小
綬章を受章されました。おめでとうございます。
クラブより記念品を贈呈させて頂きます。



幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．例会変更についてのお知らせ
　＜木更津ＲＣ＞
	 　　日　時：６月14日（木）点鐘18時30分～
　　　内　容：夜間例会（最終例会）
２．６月９日（土）ファシリテーター養成講座が開
催されます。
　　　場　所：千葉市民会館　３階特別会議室
　　　登　録：13時10分～
　　　開　講：13時30分
　　当クラブからは、岡野副幹事、内山会員、武田
会員が出席されます。宜しくお願いします。

〈回　覧〉
１．６月18日夜間例会の出欠について

〈配布物〉
１．例会プログラム

親　睦　委　員　会
6月の誕生祝・私の記念日

ク ラ ブ 協 議 会
下 期 活 動 報 告
Ｓ.　Ａ.　Ａ.

武田富士子Ｓ.Ａ.Ａ.
　４名のメンバ－で活動いたします。
活動方針
　会場監督として例会場の品位を保つように努め
る。例会が秩序正しく運営されかつ、楽しい雰囲
気の中でより良い交流が図れるように例会運営に
努める。
活動計画
①点鐘30分前までに準備を完了する。
②会長・幹事の意向に従い例会運営に努める。
③例会プログラムに沿って遅延無き進行に努める。
④４名のメンバ－順番に進行を行う。

⑤来訪者・お客様は確実かつ親切にご案内する。
⑥親睦委員会の協力を仰ぎ、月に1回以上のお楽
しみ席替えをする。(目標月２回です)
⑦今までの伝統を守り君津RCらしい例会にする。

　活動計画に準じ、例会進行は４名のメンバ－が順
番で行いました。例会は私語などの減少に努め、そ
れぞれ１回ごとに運営･進行の反省や注意事項を発
表させて頂き、皆様のご協力で君津ＲＣの良き雰囲
気での例会だったと思われます。
　又、席替え抽選は月に２回を目標にし大当たりを
準備、景品は当選した時のお楽しみでしたが、手作
り品のプラスプレゼントも実施し致しました(予算
内)。当選者が出ない会が2回もあり、次の会にもち
越しした事もありました。上期11回・下期10回と
計21回実施させて頂き、例会前の楽しい食事がと
れたと思われます。
　皆様のご協力に深く感謝致します。

クラブ管理運営委員会
早見秀一委員長

活動方針
　当クラブの会員構成特徴とその特性を活かし、ク
ラブ運営の基本原則や会務をしっかりと理解し、例
会の充実と、会員相互の親交を深める等、親睦委
員会の円滑な運営のための調整・支援を行う。
活動計画
１．親睦委員会の活動計画に基づき、当委員会活
動を行う。
２．親睦委員会が策定した定量的活動目標を、達
成できるように支援する。
３．親睦委員会の活動状況を定期的に把握し、各種
企画に対する会員の積極的な参加を働きかける。
４．例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、
諸活動の工夫等のアドバイスを行う。

　これらを佐々木委員長以下親睦委員全員が新たな取
り組みを含め推進されてこられ、そちらへの支援や協
力をさせて頂いております。特に佐々木委員長におか
れては、理事会への特別参加の申出等、積極的に参画
頂きました。一年間、大変お疲れ様でした。

親　睦　委　員　会
佐々木昭博委員長

　親睦委員会の下期活動報告です。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
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う尽力していく。」と打ち立てて活動させて頂きま
した。
　下期に行った事としまして、上期に引き続き髙橋
副委員長に中心となって頂き、会員及び外部の方の
卓話を定期的に実施出来ました。また３月24日に
は姉妹クラブである甲府東ＲＣとの親睦交流合同例
会を開催し、両クラブ併せて53名のご参加を頂き
更に親睦と絆を深める事が出来ました。
　反省としましては、４月５月位に行なおうと思っ
ていたゴルフコンペやグラウンドゴルフなどが下期
後半のあわただしいクラブスケジュールの中に上手
く組み込めず開催出来なかった事です。年初からバ
ランスを考え計画的に行事を予定すべきだったと感
じます。
　他、改善案としまして例会受付時の出席表をもっ
と記入しやすくしたい。受付が２人だと混雑時の対応
が大変なので３人体制では？とか、受付当番欠席時の
代理手配を委員みんなで迅速に対応する為に親睦委
員会のライングループ作りなどの意見も有りましたの
で、次期親睦委員長の宮嵜会員へと引き継ぎ、更に
良い親睦委員会にして頂きたいと思います。

会員増強委員会
永嶌嘉嗣委員長

　現在は会員数59名です。目標の61名までもう一
息です。今後も意欲のある会員の獲得に向けて努力
したいと思います。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員会
釼持純一委員長

　今年度は８名の新入会員、純増５名。新入会員へ
のオリエンテーションを行い、ロータリーの歴史や
綱領・ＲＣ活動などわかりやすく説明し知識の普及
に努めました。
　また、地区大会20名、ＲＬＩ５名卒後コース修
得、第４分区のＩＭへ22名、情報研修会へ７名出
席しました。

公共イメージ向上委員会
倉繁　裕委員長

活動方針
　ロータリーの目的を踏まえて、地域のクラブや
会員へ情報の伝達およびロータリアンでない方々
へ、ロータリーとは「何をしているか」を伝えつ
つ、ロータリーのイメージを向上させる。
　クラブホームページ、メディア、会報等を通し
た、奉仕プロジェクト活動報告(＊)の拡充を図り、
地域社会の認知度を高める。（＊枝豆収穫祭等）
　ロータリーの公報誌「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、奉仕の理念を育むことを推進する。
下期活動実績
〇クラブホームページにおけるクラブ活動状況に
関する各週会報の掲載
〇ロータリーの友の記事内容に関する各月例会に
おける紹介
〇君津ロータリークラブの活動内容に関するロー
タリーの友への掲載
・地域の親子体験、ポリオ撲滅キャンペーンを
目的に、10月14日に開催された、枝豆収穫
祭の活動実績について、文書・写真を、ロー
タリーの友2月号・ROTARY	AT	WORK文
書編掲載。

奉仕プロジェクト委員会
永嶌嘉嗣委員長

　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕各委
員会との連携とサポートを行いました。

社会奉仕委員会
小川哲也委員長

　社会奉仕委員会の下期行事は、駅前花壇の花植え
作業のみになります。予定通りに５月21日（月）
例会後に花抜き作業を実施して、５月28日（月）
に周西中学校の３年生と共同で花植え作業を完了さ
せました。皆さまのご協力に感謝します。
　今年度計画をしていた行事は全て実行できまし
た。あらためて皆さまのご協力に感謝申し上げます。

国際奉仕委員会
大住昌弘委員長

⑴活動方針
　ロータリーの目的　第４項には「奉仕の理念で結
ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国
際理解、親善、平和を推進すること」と謳われてい
る。当委員会は、この考えのもと、君津ロータリー
クラブで実行可能な活動として、国際平和につなが
る人道的奉仕プロジェクトを推進する。
⑵活動計画
①今後の君津ロータリークラブの国際奉仕活動と
して、継続的に推進できるテーマ、短期的でも
意味のあるテーマについて、ＲＩ2790地区の
他のロータリークラブとの連携も視野に、早急
に、多角的に検討を進め、着手する。
　　現状、具体的な活動として、柏東ロータリー
クラブなどとの連携により、スリランカへの浄
水器寄贈プロジェクトの検討を進めており、あ
る程度の予算対応は準備しておきたい。
　　また、これまで、当ロータリークラブとし



てベトナムからの奨学生を受け入れた経緯もあ
り、同国への国際奉仕活動も模索していく。
→鈴木直前会長とコスモス奨学金のプログラム
により、スリランカ国を訪問した（2018年1
月13日～17日）。訪問中の行事等を通じ、推
測ながら、同会の活動が無償で運営され、
我々の寄付金などが直接支援者に行き届くこ
とがほぼ確認できたとともに、支援（浄水器
の配布）がまだまだ不足していることを実感
した。（３月31日に訪問報告会があり、鈴
木直前会長と参加）また、２月17日には、
新しく結成された2790地区スリランカクラ
ブ(鈴木直前会長幹事)セミナーに大森副委員
長、内山前幹事と共に参加し、地区ロータリ
アンと交流を図った。できれば、今年度予算
の残分含め、継続して同会への寄付を通じ
て、同国の水事情に苦しむ児童への支援を継
続したい。

②上記など人道的課題に取り組むロータリーの公
共イメージと認知度の向上の観点もあり、本年
10月に実行予定の「枝豆収穫祭」の参加者に
国際ロータリーのポリオ撲滅運動への支援を訴
え、また、当クラブの国際的な奉仕活動につい
てＰＲを行う。
　→特に動きなし。
③君津市国際交流協会への協力支援を行う。
→交流協会への訪問（2017年12月15日）によ
り、同協会の活動をヒアリングし、2月19日
の例会にて協会メンバーから卓話いただき、
活動内容を説明していただいた。

④次年度国際大会（2018年6月23日～27日、カナ
ダ／トロントにて開催予定）への参加を呼びか
ける。
→タイミングが株主総会や人事異動の時期であ
るということを念頭に進める。

⑶予算案
　　今年度予算と同様、35万円を上申する。
→上術のとおり、今年度予算範囲内にて、スリ
ランカへの国際奉仕活動としてコスモス奨学
金に追加寄付したい。（浄水器の管理方法な
ど、同奨学金責任者／鈴木康夫氏と相談中）

職業奉仕委員会
原田健夫委員長

　会員各位のご協力を頂き、
・12月18日（月曜）、周西中学校１学年97名を対象
・１月19日（金曜）、八重原中学校１学年72名を対象
・２月23日（金曜）、周西小学校６学年101名を対象
　として、予定通り３回の「出前教室」を開催しました。
　講座数はいずれも７講座でしたが、活動計画に

従って、昨年度の講座内容の一部見直しを行い、永
嶌会員による「病院で働く看護師の仕事」を「薬剤
師って、薬って何？」に内容変更、また、新規に中
野会員による「溶接で鉄と鉄をくっつける」講座を
実施して頂きました。
　いずれの講座においても、生徒さん達は非常に興
味を持って受講しており、職業に対する関心を深め
ること、そして働くことの尊さを理解して貰うこと
に大きく寄与できたのではないかと考えます。
　講座を担当して頂きました会員の皆様、各講座の
講師の皆様方には、大変お世話になりありがとうご
ざいました。「出前教室」は君津ロータリークラブ
として、今後も継続しなければならない活動と考え
ますので、次年度以降も会員の皆様にはご協力をお
願い致します。

2017.12.18

2018.1.19

2018.2.23



青少年奉仕委員会
阿部昭広委員長

活動方針
私たちロータリアンは、青少年に対してロータ
リーの考え方や精神を理解していただけるよう
に、彼らの模範となれるように行動をしなければ
ならない。また、プロジェクトを企画立案をした
り参加する場合には、「国際ロータリーの青少年
と接する際の行動規範に関する声明」や「ロータ
リー青少年保護の手引き」を念頭に行動する。
下期活動実績
１．青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡセミ
ナー）への参加

　　　日　時：2018年２月17日、18日
　　　場　所：リソル生命の森
　　　参加者
　　　青少年：大森一貴、刈込優太（三木造園土木）、
　　　　　　　坂部恭介（木信産業）
　　　会　員：平野会員、村上会員、福田会員
　　　実行委員：阿部会員、吉野会員、岡野会員、
　　　　　　　　佐々木会員、黒岩会員
２．君津市少年野球大会「君津ロータリークラブ
杯」の協力・支援
　　日　時：2018年5月12日、19日
３．地区大会、青少年の集いへの参加
　　日　時：２月25日
次　年　度
１．青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡセミ
ナー）への参加

　　　日　時：2019年２月２日、３日
　　　場　所：南房総岩井海岸　民宿甚五郎

米山記念奨学会委員会
時下俊一委員長

活動方針
　米山奨学会事業は、ロータリアンの寄付金を財
源として、日本で学ぶ優秀な外国人留学生に奨学
金を支給し、クラブ全体で支援する事業です。
　事業の目的は将来、日本と母国を結ぶ「架け
橋」となって、国際社会で活躍し、ロータリー活
動の良き理解者となる人材を育成することです。
　事業の目的と活動に対して、各会員の理解と積
極的な参加を推進します。
活動報告
　１．通常寄付8,000円／人を達成する。

→当年度執行部のご支援により15,000円と大
幅に超過達成

　２．特別寄付300,000円を達成する。
　　　→特別寄付100,000円と未達成。
　３．米山月間（10月）に奨学生の卓話を実施。

→9月25日にスリランカ出身のガッラゲ・ナ
ディーシャ・セウワンディさんの卓話を実施。

　４．１、２、３にて、15,000円／人を達成する。
→特別寄付は未達成ながら通常寄付と合算し
て超過達成。

５．2018年度奨学生世話クラブとなれるよう活
動する。
→当年度世話クラブとはなれず、次年度以降
引き続き取り組み予定

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 秋元パストガバナー、旭日小綬章の

受賞おめでとうございます。先程の
会長挨拶は、謹んで秋元先輩に送ら
せていただきます。益々のご隆盛と
ご活躍を祈念申し上げます。

  ～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 かずさマジック、６日の第３代表決
定戦に勝利し、東京ドームに行く事
を祈念します。

秋元　秀夫 お祝いありがとうございました。
永嶌　嘉嗣 ６日で医師会長を卒業します。本当

にニコニコです。
 私の記念日ありがとうございました。
秋元　政寛 入会させて頂いて早くも１年が経ち

ました。時の流れの早さを感じま
す。２年目、少しはお役に立てるよ
うに頑張りたいと思います。

内山貴美子 駅前花植え作業、お疲れ様でした。
お花も順調に育っていて良かったで
す。お水の世話をしてくださる皆様
方ありがとうございます！

鈴木　荘一 本日は川越まで日帰りで行ってきま
した。行き帰りの電車で、宴会前で
すが若干車酔いしています。

大住　昌弘 先週の金～土で亀田病院の人間ドッ
クに行って来ました。65歳に近づこ
うとしている人間の内臓とは思えな
いピンクの肉質を見て、とりあえず
安心しました。また１年頑張ろう。

宮嵜　　慎 明日から樺太です。世界平和と英霊
の安寧を祈ってまいります。

岡野　　祐 本日、理事会ありがとうございまし
た。現理事の皆様、お疲れ様でした。

村上　　進 皆様、こんばんは！梅雨に入らず晴
れが続いています。健康に気を付け
て日々を過ごします。

近藤　洋子 連日の暑さに早くもバテ気味です。



今年は長い夏になりそうですね。
谷口　弘志 かずさマジックの４日連続の応援で

したが、残るは第三代表のみとなり
ました。東京ドーム行きを期待した
いところです。

谷　　浩司 先日、メーカーの会で目黒にある雅
叙園に行ってきたのですが、目黒駅
から行く途中に行人坂という急坂が
あり、その途中にある大円寺（通称
大黒寺）に寄りました。大黒様を
祭っていたのでおみくじを引いたら
大吉が出ました。今年こそは宝くじ
が当たるかもしれません。

遠山　祐治 かずさマジック、金土日月の４連戦
の応援ですっかり日焼けしてしまい
ました。次は絶対勝ちます！

中野　賢二 今日は暑かったです。ビールが楽し
みです。

佐々木昭博 久しぶりの夜間例会です。２次会の
シュガーランプまで楽しく親睦を深
めましょう！

川名　正志 本日の例会、クラブ協議会、親睦会
と当館をご利用頂きありがとうござ
います。

黒岩　靖之 かずさマジック、今日は残念でした。
第３代表目指して頑張りましょう。

猪瀬　　浩 ６月に入り、バタバタな毎日が続い
ていますが、本日もよろしくお願い
します。

武田富士子 2017～18年度も最終月になってし
まいました。悔いのない2017～18
年度に致しましょう。駅前花壇の花
がとても綺麗ですね。皆様、水やり
本当にお疲れ様です。ありがとうご
ざいます。

坂本　直樹 今日も暑い１日でした。熱中症に気
を付けましょう。

＜懇親会の様子＞


