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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　8月は会員増強月間ですが、私にとっては花火月
間にもなりますので花火についてふれさせていただ
きたいと思います。
私の好きな花火大会の一つに山形の鶴岡市で開催さ
れる赤川花火大会があります。
　赤川の花火大会は、現在は鶴岡市青年会議所がメ
ンバーの中心となり実行委員会を組織し、市役所が
入って運営していますが、第1回目の花火大会は青
年会議所が主催で、月に1回何か事業をするという
ことの一つとして、当時青年会議所が主催で「鶴岡
ふるさと祭り」を開催していたのですが翌年はやら
ないこととなり、では花火大会を開催します。とい
う軽いノリで始まったそうです。
　まだ当時は、合併前で、周辺の市町村では小さ
な納涼花火大会がありましたが、鶴岡では、27年
間、花火大会がなかったそうです。そこで「子供の
頃に見た花火大会を自分たちの子供たちにも見せた
い」という思いから始まりました。
　実行委員会は青年会議所ですから40代になると
卒業します。そして人が入れ替わってしまうので実
行委員会のOB達でアカハナ会というのを作って
折衝とプログラムはアカハナ会が決め、内容を作っ
て支え、若い人たちが前に出て活躍してもらいま
す。

　1回目は1500発程度で予算は600万くらいでし
た。2回目からは大曲の花火をまねて競技会形式に
し、花火業者と打ち上げ時間がある程度保てるよう
にしました。花火業者さんについては、いろいろな
大会を見に行って、直接花火師さんに交渉をしてい
ます。そのため素晴らしいい花火師さんが競演しま
す。又、協賛企業のアナウンスは一切しません。全
体の流れを止めないことを重視しているためです
が、何百万も出すスポンサーがなく1万、10万くら
いの協賛企業が多いためパンフレットのみの案内に
しています。
　8年前に東日本大震災があり、ほとんどの自治体
が花火大会を中止にしましたが、自粛ではなく元気
にやっているところもある。頑張ろう！と開催しま
した。被災地支援に行っていた石巻や松島では子供
たちの修学旅行もなくなったと聞き、義援金を集め
赤川花火大会に招待しました。そこから「希望の光
プロジェクト」という事業が始まり３年間事業とし
て継続しその後「希望の光」というプログラムにな
りました。
　2011年に招待した石巻の子供たちが「今回は招
待してもらったけど、今度は自分で、又この花火大
会を見に来ます」といい、実際に又、花火大会を見
に来てくれたそうです。想いが受け継がれ、すごく
うれしかったと思います。
　「感動日本一」のテーマの赤川花火は、歴史も
浅いし、打ち上げ数も少ない、だけど感動の日本
一にするということで、自分たちの街でこれだけの
ことができるということを感じてほしい、自分たち
の街を誇りに思ってほしいとの思いから始まり継続
されています。そして運営する側も毎年若い人がか
かわり地元の高校生が会場設置等のボランティアを
務め、地元の学生がオフィシャルＴシャツのデザイ
ンをし、地元の養護学校の生徒たちが大会用の大き
な団扇を作成し、地元の企業が会場設置用のパレッ
ト、駐車場を提供しまさに地域一丸となって開催さ
れる花火大会です。まさに赤川の花火大会は、訪れ
た人も、運営する人も感動日本一の花火大会だと思
います。
　君津市も「君津ふれあい祭り」が開催されました
が、来年はオリンピックの関係で開催はないそうで



す。
　私たち君津ロータリークラブでもそれに代わる感
動を与え継承できるプログラムを考えていかなけれ
ばと思います。

報　　告
１．7月27日～28日に米山学友会による第2回世界大会

がモンゴルにて開催されました。当クラブより地区
米山委員長の鈴木会員が出席されました。お疲れ
様でした。世界大会のパンフレットとモンゴルのバ
ナーを回覧します。また、鈴木会員よりお土産を頂
きましたので各テーブルに配っています。モンゴル
のチョコレートです。ご賞味ください。鈴木会員あり
がとうございました。

２．7月30日（火）「2019年規定審議会参加報告の集
い」が開催されました。当クラブからは、小幡研修
リーダー・私(内山会長)が出席しました。後程、小幡
研修リーダーより報告をお願いします。

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ特別寄
付をされた北見会員へ米山功労者（第2回）マルチ
プルとして感謝状が届いていますので、お渡ししま
す。

４．規定審議会、地区代表議員山田様よりご連絡で
す。クラブ定款第10条第3節の訂正です。活動計画
書のP41の9行目の文章の最後に「が」を追記してく
ださい。「会員が」となります。

幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．8月8日(木)、第5回きみつ秋花火実行委員会議が開
催されます。

　場　所：生涯学習交流センター202
　時　間：18時30分　
　出席者：平野会員
　よろしくお願いします。
２．先週例会にて回覧致しました薬物乱用防止の活

動募金は、21,760円集まりました。ご協力ありが
とうございました。

３．ガバナー事務所夏季休業　8月13日～8月15日
君津RC事務局夏季休業　8月13日～8月15日

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．第43回RYLAセミナー開催の案内
４．クラブ有志懇親会開催の案内

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（8月号）
３．ガバナー公式訪問の次第
４．2019-20年度活動計画書
５．2019-20年度活動計画書の訂正シール
６．確定申告用寄付金領収書
　（公益財団法人ロータリー日本財団）

ガバナー補佐挨拶
小川義則ガバナー補佐

　皆さんこんにちは、今日
で2回目の訪問になります。
前回はガバナー補佐になっ
て、最初の訪問でした、ど
んな挨拶したのか、覚えて
いません。今日はよろしく
お願いします。
　今度RIの規定審議委員会
より、メークアップが1年間
有効になりました。休んでしまった人は1年以内に
メークアップをしてください。一年間で出席率が
100％になるようにお願いします。
　職業分類も撤廃され、要するに会費さえ払えば誰
でもいい、そんな内容になっています。
　ロータリーが変わってきましたが、本当にこのま
まで良いのか、考えさせられます。
　私が入会したときは1業種につき1名でした。入
れて頂いた感激は今でも忘れません。今は入りたい
方は、入ってください、に変わりました　クラブご
とに入会方法・人選を考える時期が来た気がしま
す。
　日本のロータリーも100年になります。今こそ
ロータリーの原点に戻り行動をするべきと思ってい
るのは、私だけでしょうか。
ロータリーは、クラブが第一と言われています。そ
れならば各クラブで入会者を人選し、各クラブでク
ラブの特色そしてクラブの歴史を作って行くべき
と、考えます。
　諸岡ガバナーにとって一番うれしい事は、まずは
会員増強・そして寄付金の増額です、儲かったか
ら、寄付をするのではなく、寄付をするから儲かる
事を覚えておきましょう。
　ロータリーは「超我の奉仕」と言われています。



親　睦　委　員　会
8月の私の誕生日・記念日

委　員　会　報　告

「2019年規定審議会参加報告の集い」について
小幡倖研修リーダー

　先月7月30日13時より、千葉市市民会館において
地区研修3委員会主催による［2019年規定審議会報
告の集い］が開催されました。内山会長と2名で参
加、地区内110余名の会員が参集し規定審議会地区
代表委員山田修平PGより16時半まで3年に一度開
催される【規定審議会】の報告をいただきました。
2016年決定の「クラブ定款」より今年度改正され
た部分について重点的に説明を受けました。既に皆
様のお手元にある「月信7月号」の最終ページに山
田代表議員の報告が掲載されています。又、内山年
度のクラブ計画書のクラブ定款・クラブ細則の規定
審議会で改正された部分の条文を認めてありますの
で、前年度と比較されてはどうでしょうか。
1．クラブ会長の任期を改正する件
　クラブ会長の空席が生じた場合、最大2年間に限

り就任することができる。

2．クラブの年次総会において予算と年次報告の発
表を求める件

　クラブの年次総会で役員を選挙するだけでなく、
予算の執行状況と昨年度の年次報告を行うことが
追加される。

３．クラブの名称または所在地域の変更通告期間を
延長する件

　この変更は、クラブ定款の中で唯一クラブで変更
できる規定です。クラブが変更する際の会員への
通知期間が例会の10日前から21日前に延長され
ました。

４．欠席のメークアップに関する規定を改正する件
　欠席した例会の前後2週間以内のメークアップの

期間が同年度内に変更されました。これにより年
度初めにメークアップして溜めて置くことが可能
になりました。

５．クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止す
る件

　5名またはそれ以上の正会員がいる職業分類から
は、正会員を選出してはならない。という制限が
なくなり、旧定款第11条第2節と第15条5節（e）
の規定が全文削除され第11条職業分類が9条「ク
ラブの会員構成」に変更。第13条に「会員未分
の存続」。

６．衛星クラブの報告手続きを改正する件
７．例会と出席における柔軟性を認める規定を移動

する件
　第7条の例外規定を削除して該当する各条各項に
記載して理解しやすくする。
　第7条会合　第4節-例外。第7条に従わない規定ま
たは要件を細則に含めることができる。そのような
規定または要件は、本定款の上記の節の規定または
要件に優先する。但し、クラブは少なくとも月に２
回、例会を行わなければならない。
　第10条出席第7節-例外　第10条に従わない規定
または要件を細則に含めることができる。そのよう
な規定または要件は、本定款の上記の節の規定また
は要件に優先する。
　13条会員身分の存続　第4節（c）第13条第4節に
従わない、ならびに優先する規定を細則に含めるこ
とができる。そのような規定または要件は、本定款
の上記の節の規定または要件に優先する。
＊暫定的なクラブ定款となっている部分もあり、
10月から12月頃には正式な文言の標準的クラブ定
款が開示されますので220～2021のクラブ定款で修
正してください。とのことでした。　

武田富士子
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社会奉仕委員会
「駅前花壇の花植えについて」

茂田秀和委員長
　駅前花壇の日日草が枯れてしまいました。本日の
状態ではマリーゴールドにも一部見られます。
　花屋さんに診てもらった所、今年の梅雨の長雨の
影響で根腐れから病気になってしまったようです。
すでに枯れた花は撤収しました。
　日日草は乾燥に強い花ということで、梅雨明けに
植えてからの方が調子が良いようです。花屋さんか
ら新たに日日草の苗を260株ご厚意でいただけるこ
とになりました。
　会員の皆様にはFAXでご連絡した通り、急遽の
こととなりましたが本日例会後、苗を植えたいと思
います。
　暑い中ではありますが、皆様のご協力をお願いい
たします。

クラブ協議会
今年度活動計画発表
「増やそうロータリーの手」

内山貴美子会長
１．2019-2020年度　国際ロータリー会長　マー　

　ク・ダニエル・マローニー
　　テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」　　　　
　　ROTARY CONNECTS THE WORLD
２．2019-2020年度　国際ロータリー２７９０地区
　　諸岡靖彦ガバナー
　　スローガン「ロータリーから千葉を元気に」
３・2019―2020年度　君津ロータリークラブ活動
　方針
　　テーマ「増やそうロータリーの手」
　本年度は元号が平成から令和に代わり、オリン
ピック開催の直前年度ということでロータリー活動
においても会員皆様方のモチベーションも今まで以
上に上がる年度になると思います。
　さて、私の今年度のテーマは「増やそうロータ
リーの手」です。人には、２本の手があります。一
つは物をもらう手、そしてもう一つは物を与える手
です。人はどれだけ得たかではなく、どれだけ多く
をその手で与えたかが大切です。私たちは、できる
だけいろいろな価値、体験、教育等多くのものを吸
収し、それらを与えることのできる立派なロータリ
アンとし成長していきたいと思います。又、これら
を受け取った人々が、成長し、次はその手を差し伸
べられる立派なロータリアン、協力者、理解者とな
り、その手で国際ロータリー マーク・ダニエル・
マローニー会長のテーマである「ロータリー世界を
つなぐ」を実践していけば世界平和もそう遠くあり
ません。まずは身近な家族、職場、友達、地域社会

から手をつないでいきましょう。そして君津ロータ
リーのつなぐ手をもっともっと増やしましょう。
　引き続き4つのテストの唱和、周りの人が可能な
限り最大限を達成できるような社会奉仕活動を実施
し、「ロータリーは世界をつなぐ」及び「ロータ
リーから千葉を元気に」の実践をしましょう。そし
て、クラブ戦略計画を作り、暖かく、受け入れやす
いクラブを目指していきましょう。皆さん共に頑張
りましょう。どうぞ、1年ご支援ご協力よろしくお
願いいたします。

社会奉仕委員会
茂田秀和委員長

活動方針
　奉仕活動を通じ、地域社会との連携により魅力
あるまちづくりを実践する。
　地域の方々が、我々の活動に参加して頂く事に
より、ロータリー活動の理解を深める。
　地域の安心安全の為にロータリーとして何がで
きるのかを考えるための機会を提供する。
活動計画
１．12月に実施されるきみつ愛児園のクリスマス

　会への支援活動の実施。
２．周西中学校生徒による君津駅前花植え事業の実

　施（10月、5月予定）
３．地域に対し、ロータリー活動の理解を深めるた

　めの枝豆収穫祭を実施。
４．クリスマス例会にて、歳末チャリティーを実　

　施。
５．地域の安心安全を考えるための機会として、君

　津警察署ご協力による卓話の実施。
６．100年バンドによる福祉施設慰問活動への支援

　の実施。

国際奉仕委員会
大住昌弘委員長

１．活動方針
　ロータリーの目的には「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」と謳われてお
り、今年度の会長テーマは「ロータリーは世界を
つなぐ」である。
　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、海外に対する取
組みのみならず、国内の関連団体にも働きかけ、
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。
２．活動計画
①　年度は、2790地区の地区補助金を活用し、昨

年まで2年続けてきたスリランカ中北部のボロン



ナルワ地区の小学校を中心に浄水器の寄贈を行う
予定。同国では、まだまだ衛生的な水を調達でき
ない地区が多く、引き続き、継続的なサポートが
必要と考える。昨年までお世話になった慈善団体
であるコスモス奨学金を通じ、また、新たに、現
地のロータリークラブ等との連携を模索し、より
多くの子供たちが恩恵を受け、また、こうした機
器が適正な方法で使用され、衛生的な状態を保持
できるよう、体制を整えていきたい。また、職業
奉仕委員会とも連携し出前事業の機会などに、近
隣の小中学校に対し、当クラブのスリランカへの
国際奉仕活動の背景（水問題、ｻﾝﾌﾗｼｽｺ講和会議
での同国の行動）について理解を深めて貰う。

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、本年秋
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、
当クラブの国際奉仕活動についてＰＲを行う。
（会員企業の外国人従業員の招待など、検討）

③　君津市国際交流協会への協力支援、同協会主催
の行事への参画を行う。

　次年度国際大会（2020年6月6日～10日、米国ハ
ワイ州／ホノルルにて開催予定）への参加を呼び
かける。

職業奉仕委員会
遠田祐治委員長

活動方針
　ロータリー行動規範　第3項には「自分の職業
スキルを生かして、若い人びとを導き、特別な
ニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中
の人びとに生活の質を高める。」と書かれてい
る。この考え方に基づき、会員が一致協力して、
“自分たちの仕事を通じて社会へ貢献する”活動を
行っていきます。
１．活動計画

(1)　地域の若い世代（小・中学生）を対象に、
会員自らの職業を紹介することにより、働くこ
とに対する関心を高めるとともに、働くことの
尊さを理解してもらうべく、「出前教室」を開
催します。
(2)  実績のある学校と調整し、3回の予定で開
催日を計画します。
従来から講座をお願いしている会員を中心に、
講座内容を決めていきたいと思いますが、新規
に講座を希望される会員も歓迎します。また、
各学校での講座数は1講座10名程度となるよ
う、会員のご都合も伺いながら調整していきた
いと思います。

青少年奉仕委員会
宮嵜慎委員長

１．活動方針
　青少年達へ、ロータリーの考え方や精神を理解
してもらうべく積極的に交流し、彼らの模範とな
るよう行動する。また未来のロータリアンになり
得る青少年の育成を促進する為のプログラムを企
画立案する。
　その場合は「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。
２．活動計画

１、ロータリー青少年指導者養成プログラム(Ｒ
ＹＬＡ)への参加

　会員事業所の青少年と当クラブ会員、併せて
10人の参加を達成する。

２、君津ＲＣ杯少年野球大会への協力・支援、メ
ダル授与式への参加

３、君津地域中学生英語コンテストへの協賛
４、他の委員会が開催する青少年が関わる奉仕プ

ロジェクトへの協力
(参考)国際ロータリーの青少年と接する際の行動
規律に関する声明
　国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加す
るすべての青少年の為に、安全な環境をつくり、
維持する為に努力している。ロータリアン、ロー
タリアンの配偶者、その他ボランティアは、接す
る児童及び青少年の安全を考え、肉体的、性的、
あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全を守る
為、最善を尽くす責任がある。

今年度の課題
永嶌嘉嗣前会長

　昨年１年間君津の会長を務めさせていただきま
した永嶌です。１年間の経験から感じた当クラブ
の課題について説明いたします。他の多くのクラ
ブと同様に会員増強はやはりむずかしい１番の課
題であろうと考えます。当クラブの場合は現在ま
では会員の皆さんのご協力もあり、会員数そのも
のは順調に増加しております。ただ昨年度も残念
な退会がありました。今後も気をゆるめることな
く会員増強、退会防止に取り組む必要があると思
います。
　また特に会員増強にあたっては難しい審査など
はしておりませんが、幸いにも新入会員の皆さん
が共通して明るく物事に前向きです。本年度は君
津クラブ初の女性会長、女性幹事となりますが、
これを機会に若い会員、特に女性会員の増強を図
れればと考えます。そうすることでクラブの雰囲
気が一層よくなると思うからです。



　昨年１年間の経験から感じた当クラブの問題点
の一つは、これからのクラブを背負うであろう若
い会員たちが、おそらく先輩方に遠慮してクラブ
の運営方針などに関してあまり意見を出さないよ
うに見えることです。ロータリークラブに入った
らベテランでも若手でもその責任、発言権におい
て平等であるべきと私は考えています。若い会員
の方々が意見を言いやすい雰囲気をクラブ全体と
して作っていく努力が必要ではないかと考えてい
ます。自由な意見交換はこれからのクラブの発展
に必ず大きく貢献すると考えるからです。そして
君津ロータリークラブをますます元気なクラブに
する事、現代的なロータリークラブにする事、こ
れがクラブ初の女性会長を迎えて会員が心懸ける
べきことであろうと思います。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 小川ガバナー補佐付君本日は来訪あ

りがとうございます。本日花植えご
協力お願いします。

武田富士子 小川ガバナー補佐ようこそ君津RC
においでくださりました。ガバナー
公式訪問が間近かにせまってきたの
だな～と気持ちが高まって来ます。
皆様本日も同様に進めて頂けます様
よろしくお願い致します。昨日ふれ
あい祭りに参加されました方々お疲
れ様でした。新昭和さんが踊りで優
勝されました。おめでとうございま
した。でもその他の皆様まとまって
きれいに踊られてました。すてきで
した。

付　　靖秋 誕生お祝いお礼を申し上げます。
永嶌　嘉嗣 小川ガバナー補佐様本日は御来訪あ

りがとうございます。クラブ協議会
よろしくお願い致します。

中村　圭一 小川ガバナー補佐様、ご来訪ありが
とうございます。また本日は宮本様
のSAA進行でいつも以上に引き締
まった例会となりました。ありがと
うございました。

猪瀬　　浩 長らく欠席となってしまい、申し訳
ありませんでした。皆様のご協力を
頂いて、第5回目となる富津市民花
火大会も無事終えることが出来まし
た。ありがとうございます。本日の
駅前花壇の花植え頑張ります。

黒岩　靖之 小川ガバナー補佐、御来訪ありがと
うございます。毎日暑い日が続きま
す。熱中症に注意して本日の花植え

がんばりましょう。
荒井潤一郎　 小川ガバナー補佐、ありがとうござ

いました。
宮本　茂一 小川ガバナー補佐ようこそ君津ロー

タリークラブへ。今朝20才の新鋭渋
野プロが42年ぶりの全英チャンピオ
ンに輝きました!!すごいプレーでし
た!!観ていてハラハラドキドキでし
た。

北見　洋司 本日が誕生日で5コ目のお祝いを頂
きます。

大森　俊介 誕生祝ありがとうございました。暑
いですけど花壇宜しくお願いしま
す。また、本日は小川ガバナー補佐
ありがとうございました。

宮嵜　　慎 原田様、入会おめでとうございま
す。（おかえりなさい。）篠塚様貴
重な卓話ありがとうございました。

秋元　政寛 誕生祝い、記念日のプレゼントをあ
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。

廣田　二郎 付君、フーチン君の誕生プレゼント
ありがとうございました。フーチン
君は9月頃に美人の奥さんと娘さん
が来日します。

吉田　雅彦 本日は、小川ガバナー補佐ありがと
うございました。今後共宜しくお願
い申し上げます。

大川　裕士 小川ガバナー補佐様、付靖秋様来訪
ありがとうございます。渋野プロの
18ホール、バーディーパットすご
かったです。感動!!

小川　哲也 小川ガバナー補佐様、君津RCへよ
うこそ。よろしくお願いします。今
朝はやっぱり渋野日向子。18番の
バーディーパット。あの技術とメン
タルが私も欲しいです。

倉繁　　裕 全英女子オープンゴルフ、渋野選手
の優勝、見事な快挙に、驚きまし
た。リラックスして、思い切り良く
実力を発揮する姿、若さだけではな
く、精神力もあるのでしょう。ボ
ギー以上を打ったホールの直後に
バーディー以下を取り返す、”バウ
ンスバック率”が国内女子前半戦で1
位だそうです。

内山　雅博 昨日の23:30～起きています。そう
です全英女子オープン最終日を観て
おりました。眠いですが…日本の若
者の無限の可能性に驚かされまし



た。息子の全ての可能性にも期待し
たいと思います。

大住　昌弘 先週末は、堺の実家の墓参りを機
に、孫の顔が見たくて名古屋で途中
下車し、長良川の鵜飼、中山道を下
り、馬籠宿・妻籠宿を尋ねました。
他はさておき、この時期の岐阜の宿
場周りは熱暑地獄でした。クソ暑い
中、馬籠～妻籠の9kmの山中を歩い
ているのは白系外国人のみで、旅行
中とはいえ、このパワーに驚き!来
年のオリ・パラで地の利を生かせる
か、日本危うし!

髙橋　雄一 今日、付くんに受付を手伝って頂き
ました。皆さんのお名前とお顔を早
く覚えて頂きましょう。

遠田　祐治 この暑いのに風邪をひいてしまいま
した。皆さんも気をつけましょう。

佐々木昭博 昨夜久しぶりに木更津駅東口周辺で
友人と飲みに行ったのですが、居酒
屋さんなどのお店が沢山増えて、賑
わっておりビックリしました。君津
ももっと頑張らないといけないな～
と感じましたね。

別府　明人 花を頂いた花屋さんに感謝です。花
植え頑張ります。

芝﨑　　均 本日は駅前花壇の花植えご苦労様で
す。

藪　　　武 8月1日から作業服が変わり少し明る
い色になりました。気持ちも明るく
なれるよう頑張りたいと思います。
今日の花植えは作業服の色が変わる
まで頑張ります。

谷口　弘志 小川様ご来訪ありがとうございま
す。昨日の君津ふれあい祭りに参加
された皆様、大変お疲れ様でした。
いやさか踊りで健康な汗をかいて調
子も良い様です。花植え作業は、お
客様対応と重なって参加できず誠に
申し訳ございません。

隈元　雅博 小川ガバナー補佐、8月19日もどう
ぞよろしくお願い致します。昨日、
君津ふれあい祭りにご参加された皆
様お疲れ様でした。8月14日に木更
津で行われる『やっさいもっさい』
もそうですが、企業や地域の皆さん
が楽しく交流できるイベントですの
でロータリー同様、積極的にできる
ことを行っていきたいと思います。

剱持　純一 昨夜の君津市民ふれあい祭りのフィ

ナーレ、君津いやさか踊りで最優秀
賞新昭和グループさん優秀賞の玄々
堂グループさんお目出とうございま
す。渋野日向子プロ、全英女子Vお
目出とう。42年ぶりの日本人史上2
人目のメジャー制覇の快挙に感動し
ました。

早見　秀一 第5グループガバナー補佐小川様よ
うこそ君津ロータリークラブへ。ご
指導宜しくお願い致します。昨日、
いやさか君津踊りに参加されたロー
タリアンの皆様大変お疲れ様でし
た。あおにくの事故で怪我をされた
3才の女の子の早期回復を願ってお
ります。

楠原　義章 昨日、15年振りに君津いやさか踊り
に参加しました。踊りそのものは体
が覚えていましたが、いかんせん体
力が15年前とは全然違っており、今
日はすごく疲れています…。

岡野　　祐 先日、いやさか祭りに参加された
方、お疲れ様でした。来年はオリン
ピックの為、中止のようです。

中野　賢二 いよいよイベントシーズンに入って
しまいました。先日の七夕まつり、
昨日のふれあい祭り、この後地元の
みこし、秋花火、イルミネーショ
ン、出前教室と毎月イベントがあり
ます。大変ですが、地元の為にがん
ばりたいと思います。

宮嵜　　慎 初めてくじ引き当たりました。あり
がとうございます。

篠塚　知美 津露会員、秋元会員、遠田会員、記
念日おめでとうございます。また誕
生日を迎えた会員の皆様おめでとう
ございます。明後日は妻の誕生日で
す。内緒で富士スピードウェイの
レース観戦に行ってしまったので罪
滅ぼしの為に、食事に行こうと思っ
ております。

秋元ゆかり 今日はお誕生日を迎えられる会員の
皆様お誕生日おめでとうございま
す。

福田　順也 小川ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございました。誕生祝いありがと
うございました。


