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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。
　まず始めに、大阪の地震によって亡くなられた方
のご冥福と被災された皆様へのお見舞いを申し上げ
ます。
　本日は多くの来訪ロータリアンの皆さん、君津
ロータリークラブの2017－2018年度最後の例会に
お越しいただきありがとうございます。
　この後の会長退任挨拶で申し上げますが、地域
ロータリアンの皆さんと君津ロータリークラブの皆
さんには友情と尊敬の気持ちしかありません。
　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．公益財団法人ロータリー財団へ寄付された、内
藤会員、坂本会員へポールハリスフェローのバッ
チ、認定証が届いておりますので、お渡しします。

２．2018－19年度橋岡ガバナーより地区役員委嘱
状が届きましたのでお渡し致します。
　　地区諮問委員会　　　　　　　秋元秀夫会員
　　第５グループ　ガバナー補佐　吉野和弘会員
　　職業奉仕委員会　委員　　　　内藤智介会員
　　RYLA委員会　委員長　　　　黒岩靖之会員
　　米山記念奨学委員会　委員　　鈴木荘一会員
３．来訪クラブとのバナー交換		 	 	

木更津東ＲＣ

富津シティＲＣ



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
　＜袖ケ浦ＲＣ＞
　　①日　時：７月９日（月）
　　　点　鐘：18時
　　　内　容：直前会長・幹事慰労会のため
　　②日　時：７月30日（月）
　　　点　鐘：12時30分
　　　理　由：第２週を夜間例会に変更したため通
　　　　　　　常例会とする
　　③日　時：７月16日（月）休会（定款第８条第１
　　　　　　　節Ｃ項に基づく）
２．次週６月25日の例会は休会となっておりま
す。お間違いのないようお願い致します。
３．６月28日（木）17時よりロータリー事務所に
て会計監査及び事務引継ぎを行います。今年度会
長・幹事・会計・監査担当、次年度会長・幹事
は、ご出席くださいますようお願い致します。な
お、会計監査及び事務引継ぎ終了後17時30分よ
り慰労会を行います。
　　　場　所：和泉沢（ロータリー事務所ビル隣）
	 　今年度、理事及び委員長、次年度S.A.A.の方は
ご出席ください。

〈回　覧〉
１．７月９日夜間例会の出欠について
２．第５回2790地区第４分区親睦麻雀大会の案内
＊君津ＲＣ週報・第４分区週報については次週
まとめて回覧します。

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．次年度委員会の委員長の皆様へ活動計画書の校正
(各委員会の活動方針）
　＊修正の有無を事務局へお知らせ下さい。（６月22日まで）

ご　　挨　　拶
木更津東ＲＣ

第４分区ガバナー補佐　内田　稔様
　君津ロータリークラブの皆
様今晩は。４分区ガバナー補
佐の内田で御座います。
　本日は、この１年間の４分
区事業の協力に対する御礼に
伺いました。
　分区の行事は６月６日の会
長幹事会をもちまして全て終
了し、貴クラブの次期ガバ
ナー補佐の吉野さんに引き継ぐ事ができました。有

難うございました。
　又、隈元会長、荒井幹事には特にお世話になりま
した。改めて御礼申しあげます。
　ガバナー公式訪問、情報研究会、ＩＭ、分区ゴル
フと過ぎてみると、早く感じる１年でした。この
間、５月19日にはホストクラブ、木更津東の50周
年式典がありこれにも多数の会員に参加して頂きあ
りがとう御座いました。
　さて、次年度は４分区の呼び名が５グループに変
わるそうです。ロータリーに精通した吉野さんの活躍
に心よりエールを送り、私の御礼の挨拶と致します。

プ　ロ　グ　ラ　ム
会長退任挨拶

隈元雅博会長
　本年度、会長をつとめさせ
ていただきました隈元です。
　荒井幹事、早見副会長、急
なアテンドやご同行本当にあ
りがとうございました。
　また厳しいながらも、柔軟
に例会運営をしていただいた
武田Ｓ.Ａ.Ａ.福田、宮嵜、谷
副Ｓ.Ａ.Ａ.本当にありがとう
ございました。もう少しだけお願いいたします。
　2017－2018年度の君津ロータリークラブ活動指
針は～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！でした。
　毎回ニコニコＢＯＸでご紹介いただいた佐々木委
員長、高橋副委員長をはじめ、坂井、岡野、近藤、
中野、上妻、大浦、茂田、坂本、内山雅博委員には
ご面倒をおかけしました。
　本日が最後となります。どうぞよろしくお願いい
たします。
　理事会運営と会の在り方に迷った時、いろいろとア
ドバイスをいただき支えて下さった小幡研修リーダー
本当にありがとうございました。心強かったです。
　年当初に比べ５人の純増と40歳未満の２人の入
会に大きく貢献していただいた永嶌会員増強委員
長、内山副委員長、秋元秀夫、大川、大森委員ほか
ご紹介いただいた会員の皆様、おかげさまでＲＩ会
長賞に大きく近づいたと思われます。本当にありが
とうございました。
　新入会員に、国際ロータリークラブの情報と君
ロータリークラブの特色を的確かつ柔軟に伝えてい
ただいた釼持委員長、鈴木委員ありがとうございま
した。
　特に宮本副委員長、私への叱咤激励も含め、本当
にありがとうございました。



　毎例会ごとの写真撮影、原稿の寄稿、ロータリー
の友のご紹介と共に今年度の最大のテーマの一つで
もありましたロータリーの友へのロータリーデイの
記事掲載も達成していただいた公共イメージ向上委
員会の倉繁委員長、前田副委員長、小幡、斎藤、中
村、松井、猪瀬、谷口委員本当にありがとうござい
ました。
　社会貢献委員会の吉野、吉田、青柳、別府、秋元	
政寛、喜多見	貴、藤平委員におかれましては、年
度当初から行っていただいている、駅前花壇の水撒
きに始まり、クリスマス例会バザー、君津愛児園へ
の訪問、周西中学生との花植え花抜き作業の設営、
運営までありがとうございました。特に急な指名に
もかかわらず、ロータリーの精神で役を引き受けて
いただいた小川委員長、直前委員長の大川副委員長
には心より感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
　鈴木直前会長と共に遠くスリランカの地まで、浄
水器を届けていただいた大住委員長をはじめ、大森
副委員長、川名委員におかれましては、シンクグ
ローカルを掲げる君津ロータリークラブの新境地を
開拓していただきありがとうございました。
　周西中学校、八重原中学校、周西小学校への出前
授業をさらに発展させ、充実した授業を行っていた
だいた職業奉仕委員会の原田委員長、西山副委員
長、早見委員、遠田委員をはじめ、実際に授業を担
当していただいた会員企業の皆様本当にありがとう
ございました。子供たちの笑顔がすべてを物語って
いました。
　例年、2790地区で青少年奉仕活動、ＲＹＬＡの
設営、運営等リーダーとしての役割も担っていただ
いている青少年奉仕委員会の阿部委員長、平野副委
員長、黒岩、内藤、村上委員、今年度も本当にあり
がとうございました。
　ロータリー財団委員会は事前の説明もなく快く引
き受けていただいた内藤委員長をはじめ石川副委員
長、三浦委員、岡野委員のご協力によって見事目標
を達成していただきました。本当にありがとうござ
いました。
　また、米山記念奨学会委員会の時下委員長、廣田
副委員長、阿部、津露、北見洋司委員、奨学生の受
け入れはできなかったものの、寄付活動を含め米山
奨学生のフーチン君への思いとフォローアップ等、
君津ロータリークラブの思いは間違いなく2790地
区に伝わっていると思われます。
　2790地区へ出向された皆様も本当にありがとう
ございました。
　終わりに、４つのテストの理念の下に掲げさせて
いただいた2017－2018年度君津ロータリークラブ
行動方針を読ませていただきます。

〇嘘をつかず、会員、家族、同僚、仲間と共に楽し
く活動していきましょう！
〇他の団体や学校などと連携して、公平な地域づく
りを行っていきましょう！
〇会員同士よく交流し、新しい仲間も更に増やし好
意と友情を深めましょう！
〇みんなのために、ロータリー活動が特別ではない
地域にしていきましょう！
　そして最後になりますが、事務局の高島さんが居
なければ何もできなかったと思います。
　高島さん、皆様一年間本当にありがとうございま
した。これからもロータリー活動を頑張ります。

会長エレクト退任挨拶
永嶌嘉嗣会長エレクト

　会長エレクトに退任の挨拶
というのはどうなのかと思い
ますが、恒例ですので一言申
し上げます。
　１年間隈本会長の下で貴重な
経験をさせていただきました。
　私自身まだまだロータリー
に関して勉強不足であるとあ
らためて痛感しました。
　しかしロータリー歴もすでに少し長くなり、今後
もロータリー活動を続けていくにはこのあたりで
一度会長を経験しておく必要があるのだろうと肌で
感じました。
　何しろ今まですごく特殊な狭い世界で長くやって
きたものですから、いわゆる社会経験というものが
大分偏っているのだろうと思います。
　それを矯正するというよりはむしろそのままで１
年間正直に会長を務めさせていただきたいと思いま
す。１年間どうもありがとうございました。

副会長退任挨拶
早見秀一副会長

　副会長として１年間、務め
させて頂きました。と言いま
しても、隈元会長や荒井幹事
を支えられたのか分かりませ
んが、カレンダーだけは12ヶ
月が過ぎました。
　隈元会長は、ほぼ皆勤賞と
なりました。大変お疲れ様で
した。
　副会長としての私の、こちら例会場での働きは、
先週の会長代行だけでしたが、外では、幕張ホテル	
ザ・マンハッタンでの地区大会１日目の式典、君津
市民文化ホールでの少年野球シーズン開幕の式典、



および君津市小糸スポーツ広場でのロータリークラ
ブ杯の表彰式に出席致しました。
　副会長という立場で理事会や例会に出席する事
で、クラブ運営を今まで以上に深く理解出来たと思
います。
　この貴重な経験への感謝を退任の挨拶とさせて頂
きます。
　ありがとうございました。

幹事退任挨拶
荒井潤一郎幹事

　本年度、隈元会長のもと君
津ロータリークラブの幹事を
務めさせていただきました荒
井潤一郎です。
　振り返りますと、最初は戸
惑いながらのスタートでした。
　少しずつ日を重ねるたびに
いろいろな方との出逢いや、
他クラブとの交流、様々な環
境に触れ、良い経験をさせていただきました。
　実際、クラブや会員の皆様に何か貢献できたこが
あるかな？と、考えると、これと言って何も役にた
てなかったような気がいたします。
　しかし、この君津ロータリークラブは、他のクラ
ブと比べると、言葉ではうまく言い表せませんが、
「一人ひとりの行動力、和気あいあいの雰囲気、す
ごく感じの良いクラブ」だと、再認識ができたよう
に思える１年でした。
　これからも、ロータリーを誇りに思い、会員の皆
さまに感謝し、良いクラブが続くよう、皆様と共
に、仕事も、ロータリーも、私生活も頑張っていき
たいと思います。
　拙い幹事で事務局の高島さんには、面倒をかけま
したが、ありがとうございました。
　会長、役員、理事、そして何よりも会員皆様のご
理解、ご協力に感謝を申し上げ、退任の挨拶とさせ
ていただきます。
　一年間ありがとうございました。

副幹事退任挨拶
岡野　祐副幹事

　今年度副幹事を務めさせて
頂きました。次年度幹事にな
る為の勉強期間と思い、色々
なセミナーに出させて頂きま
した。
　ＲＬＩ（ロータリー情報研
究会）を始め、ロータリー財
団セミナー等に参加し、他の

クラブの記念式典等にも出席させて頂きました。今
年度の経験を生かし、次年度頑張ってまいりますの
で、皆様どうぞよろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博	 改めまして、皆さん本当に一年間あ

りがとうございました。
	 おそらく今年のクラブ目標を読んで

いただくのはこれで最後になります
が、もしよかったら、たまには思い
出してみて下さい。

	 	～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	 一年間お世話になりました。ありが
とうございました。感謝！

宮本　茂一	 ①隈元会長、荒井幹事、ご公務大変
良くできました。星３つです。

	 ②今日、僕はカミングアウトします
‼お酒の席は、この世で２番目に
苦手です。だから途中退場、ご容
赦何卒お願い致します。

阿部　正雄	 久しぶりの出席、そして大当たりの
賞品を頂きました。ありがとうござ
います。当月、４月10日の誕生祝い
と写真を頂きました。

秋元　政寛	 大阪の地震の様子を見て、改めて同
時間帯にこっちで地震が起きた場合
のシミュレーションをやり直しまし
た。被災者の無事を願うと共にお亡
くなりになられた方のご冥福をお祈
りします。

内山貴美子	 先週はお休みさせて頂き大変スミマ
センでした。

	 木更津東ＲＣの皆様、富津シティー
ＲＣの皆様、本日は来訪ありがとう
ございます。

	 今日は最後の例会です。皆さん、楽
しみましょう。隈元会長１年間お疲
れ様でした！

	 永嶌エレクト、いよいよです。頑張
りましょう！

猪瀬　　浩	 本日は今年度最終例会、何とか出席
出来ましてホッとしています。そし
て、木更津東ＲＣ、富津シティＲＣ
様から多くの方のご参加ありがとう
ございます。本日は富津シティＲＣ
様から富津市民花火大会のアピール
もあるとのことですが、会員の方の
中には早い時期から協賛金のご奉仕



も頂き、感謝しております。今年も地
域を盛り上げていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いします。

坂井　正視	 隈元会長、荒井幹事、一年間ご苦労
様でした。

	 内田ガバナー補佐、一年間のご指導
ありがとうございました。

	 木更津東ＲＣの大澤会長、松岡幹
事、大里次年度幹事、君津へのご配
慮ありがとうございます。

大住　昌弘	 今日の大阪北部地震には驚きまし
た。堺の母に電話したら、揺れは強
かったが特に問題ないとの事で安心
しました。高槻の友人に連絡とれ
ず。大禍ないことを祈ります。

髙橋　雄一	 今日大阪にて地震があり、心配と不
安がつのります。いつか来るであろ
う大地震に気持ちだけでも覚悟した
いと思います。

谷口　弘志	 木更津東ＲＣ並びに富津シティＲＣ
の皆様、ご来訪ありがとうございま
す。かずさマジックの７月16日の対
戦相手が九州地区第２代表に決まり
ました。まずは大会初戦を勝利で飾
れるように応援に力を入れます。

坂本　直樹	 ４年に１度のサッカーワールドカップ
が開幕しました。直前に監督の交代
劇があったりと不安はありますが、
日本代表の活躍に期待しましょう。

鈴木　荘一	 本日は第４分区の多くの皆様にご参
加頂き、最終例会に華を飾って頂き
ありがとうございます。

	 隈元会長、荒井幹事、１年間お疲れ
様でした。

時下　俊一	 世の中ではイマイチ盛り上がりに欠
けているようですが、ワールドカッ
プが始まりました。大会２日目にし
てスペインvsポルトガル。土曜の未
明だから見てしまいましたが、７月
の始めまで何時に寝ようかと悩んで
います。

西山　　肇	 2017－18年度の役員、理事の皆
様、１年間お疲れ様でした。かず
さマジックの東京ドーム１回戦は
7/16（月）14時～vs西部ガスに決
まりました。ご声援宜しくお願いし
ます。

近藤　洋子	 久しぶりに体調が悪く、病院へ行き
点滴のお世話になりました。皆さん
も体調にお気を付け下さい。

別府　明人	 夜間例会、久しぶりに参加させて頂
きます。

早見　秀一	 大阪北部地震で被害にあわれた方々
にお見舞い申し上げます。

	 本日は退任の挨拶をさせて頂きまし
た。一年間ありがとうございました。

宮嵜　　慎	 隈元会長、荒井幹事、役員の皆様、
１年間お疲れ様でした。心よりご慰
労申し上げます。木更津東ＲＣ、富
津シティＲＣの皆様、ご来訪ありが
とうございます。

大森　俊介	 木更津東ＲＣ、富津シティＲＣの皆
様、本日はご来訪ありがとうござい
ました。

福田　順也	 隈元会長始め荒井幹事、早見副会
長、他理事の皆様方、一年間お疲れ
様でした。ありがとうございまし
た。感謝してます。

永嶌　嘉嗣	 ワールドカップ勝つのはなかなか大
変そうですが、予選を突破してくれ
ればと思います。

佐々木昭博	 本日、大阪で震度６弱の地震があり
ました。亡くなられた方達のご冥福を
心よりお祈り申し上げます。地震大
国日本である事を再度認識し、いざ
と言う時の為に備えたいと思います。

岡野　　祐	 隈元会長、早見副会長、荒井幹事、
一年間お疲れ様でした。次年度もお
願い致します。

谷　　浩司	 隈元会長、荒井幹事、一年間お疲れ
でした。７月から新年度となります
が、これからもよろしくお願い致し
ます。

武田富士子	 Ｓ.Ａ.Ａ.の武田です。例会運営にご
協力いただき、皆様方には深く感謝
致します。ありがとうございまし
た。この一年を振り返ると楽しい事
ばかりでしたね。私のＲＣ活動の楽
しみの一つに食事があります。美味
しい食事は例会出席率ＵＰにつな
がってますね。来年も例会出席率は
良くしたいですね‼

中野　賢二	 役員の皆さん、ご苦労様でした。ま
た、七夕まつりにご協賛下さいまし
た方々、ありがとうございました。
７月８日（日）は、坂田駅前公園で
七夕まつりが開催されます。協賛を
頂いてない方も、ぜひ遊びに来てく
ださい。ビールとやきとりぐらい用
意いたします。



懇親会の様子（H30. ６.18）




