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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

皆様、あけましておめでとうございます。

　今年も又このように大勢の皆様の元気なお顔を見
ることができ大変うれしく思います。
　新しい元号の令和になって初めて迎えたお正月は
皆様いかが過ごされましたでしょうか？ご家族や友
人と久しぶりに会って楽しい時間を過ごされた方も
多いと思います。

　私は毎年1月1日から一般廃棄物収集業務の仕事
をしている関係でごみの回収を手伝います。元旦マ
ラソンのコースが事務所の前なので10時までに帰
らないと帰れなくなってしまうのでほんの数件の回
収です。
　2日は早朝から鹿野山神野寺の雲海を見ながら、
「皆さんお正月にこちらでゴルフをしているのかな
あ」と横目で見ながら君津市内のゴルフ場やキャン
プ場を回って従業員の仕事を確認してきます。
　3日は私の誕生日なので家でゆっくり箱根駅伝を
一人寂しく鑑賞していました。青山学院2年生の湯

原慶吾選手がフィニッシュテープを切るときには、
本当に皆が熱くなり、心躍らせてランナーを待って
ひとつになっていました。駅伝の世界もロータリー
と一緒でワンチーム、駅伝って素晴らしい！と思わ
ず涙があふれ出てきてしまいました。
　4日には武田幹事他多くの皆さんに誕生日を祝っ
てもらいました。
　何気ない毎日ですがこうして、平和にお正月を迎
えることができ、皆さんとふれあい、語ることがで
きることを大変うれしく思っています。そして至ら
ない私が半年間会長を務めさせていただいているこ
とを深く感謝いたします。
　いよいよ2020年東京オリンピックの年になりま
した。テレビや催しもオリンピック関係で浮足だっ
ています。君津市も聖火が走ります。素晴らしい年
の幕開けになりますように願いたいと思います。普
段皆さんからいただいた力を基に私にできることを
これからも頑張りたいと思います。
　11日からスリランカの里子のもとを訪問してま
いります。キラキラ輝いた子供たちの瞳を見て2倍
の元気をもらって帰り、皆さんに伝えたいと思いま
す。
　どうぞ皆さんご協力よろしくお願いいたします。

報　　告
１．12月25日に、愛児園のクリスマス会に参加し、子供

たちにプレゼントを渡してきました。また、終了後、
社会福祉協議会に歳末助け合い運動の募金を寄付
して参りました。参加された会員の皆様お疲れ様で
した。後程、茂田社会奉仕委員長より報告をお願い
します。

２．2月8日、9日に開催される地区大会にて、当クラブ
が表彰されます。

　①100％ロータリー財団寄付クラブ
　　年間個人的に会員全員が100ドル以上寄付
　②「EREY」クラブ
　　年間一人当たり平均100ドル以上寄付
　③End Polio Now COA
　　ポリオ寄付にクラブで1500ドル以上



幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かずさエフエムより地域情報誌 

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津ＲＣ＞
　１）日時：1月 2日(木)　休会
　　  理由：クラブ定款第8条第1節C項による
　２）日時：1月16日(木)　休会
　　  理由：クラブ定款第8条第1節C項による
　＜袖ヶ浦RC＞
　１）日時：1月6日(月)　点鐘18時
　　  理由：新年夜間例会のため
　２）日時：1月13日(月)　休会
　　  理由：クラブ定款第8条第1節C項による
　３）日時：1月20日(月)
　　  理由：会員事業所訪問(JERA袖ヶ浦火力発電所)
　４）日時：1月27日(月)　点鐘12時30分
　　  理由：1月6日(月)の夜間例会と交代
２．1月12日(日)米山記念奨学生及びカウンセラー新年

懇談会が開催されます。
　場所：千葉スカイウインドウズ東天紅
　時間：受付12時　開会12時30分
　出席：廣田カウンセラー、米山奨学生　付靖秋様　
　宜しくお願いします。
３．次回例会は、1月20日(月)クラブ協議会です。
　FAXにてご案内の通り、今回は委員会ごとに集ま

り、次年度地区補助金申請について協議して頂き
ます。次年度地区補助金の申請締め切りが3月末と
なっておりますので、今年度の活動を踏まえて、次
年度申請出来そうな活動をご提案頂きたいと思いま
す。

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次週まとめて

回覧します
２．RYLAセミナー開催の案内(申込み締切1月17日

(金))
３．君津RC、親睦ゴルフ&童子の会の出欠の案内

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
1月の私の誕生日・記念日

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会
「きみつ愛児園訪問及び歳末たすけあい募金の報
告」

茂田　秀和委員長
　昨年12月25日(水)午前中に、内山会長、大森副委
員長、村上会員、秋元ゆかり会員、事務局の髙島さ
んとともにきみつ愛児園を訪問してきました。今年
度は、大森副委員長と村上会員、秋元ゆかり会員が
サンタさんに扮してプレゼントを渡しました。秋元
さんの可愛らしい女性サンタさんに、子供達がとて
も喜んでいる姿が印象的でした。子供達からの質問
の中に、「トナカイさんは来ないの？」とありまし
た。来年は是非トナカイさんも検討してみて下さ
い。
　午後からは、内山会長、大森副委員長、髙島さん

芝﨑　　均
内山貴美子
小幡　　倖　
内藤　智介
秋元ゆかり
楠原　義章
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とともに君津市役所を訪れ、君津市長、社会福祉協
議会の山中会長と懇談し、年末のチャリティー募金
を届けてきました。会員の皆さん、沢山のご協力あ
りがとうございました。

きみつ愛児園訪問

歳末たすけあい募金寄付

プログラム
年男（還暦）の抱負

（還暦）遠田　祐治会員
　1月6日現在、59歳と70日の
遠田です。
　昨晩やや時間があったの
で、個人情報満載のロータ
リークラブ会員名簿を見なが
らみなさんの生年月日をもと
に本日の年齢を出してみたと
ころ、君津ロータリーの皆様
の平均年齢は56歳と227日と
いうことがわかりました。ふと女性会員の平均年齢
は何歳なのか気になり、出してみてびっくりしまし
た。皆様、お美しく若々しいのに、59.92歳、なん
と男性より女性会員の平均年齢のほうが高いという
ことを認識しました。
　話はかわりますが、私はゴルフをしますが、とに
かくどのホールもドライバーです。しかし、ゴルフ
の達人は、ゴルフは引き算、ピンの位置から逆算し
てクラブを選んで打たねば良いスコアはでないと言
います。人生とゴルフは違いますが、人生のピン、
つまり私の平均余命を計算すると残り23.510年、私
の命日は2043年7月11日になる確率が最も高いとい
うことが判明しました。
　本題の還暦にあたっての抱負です。
　1つめ、あと23年人生を楽しむため、スポーツジ
ムに通い「筋肉が裏切らない」という言葉を信じ、
腹筋が割れるまでがんばりたいと思います。
　2つめ、ロータリー活動含め、23年好きなことを
するための資金確保、そして私の会社で働いている
みなさんに少しでも報いることができるよう、仕事
を頑張りたいと思います。
　3つめ、孫を抱くため、31になる娘をなんとして
も嫁がせたいと思います。
　以上3つの目標にむけ、今年もがんばりますので
よろしくお願い致します。
以上です。

（年男）鈴木　荘一会員
　新年あけましておめでとう
ございます。本年も宜しくお
願いします、おかげさまで今
年は年男を迎えることが出来
ました、ありがとうございま
す。
　一昨年昨年と思いのままな
らないことが多くありまして
そんな中でも目の前のことを
ひとつひとつ丁寧にという思いで過ごしてきまし



た。
　今年も本意でないことでも一生懸命頑張っていけ
ば道は開けると信じて引き続き一途一心に頑張って
いきたいと思います。
　ロータリーに地域社会に自分自身の為にも一生懸
命頑張りたいと思いますので引き続きご指導ご鞭撻
を宜しくお願いします。

（年男）髙橋　雄一会員
　今年の抱負！
　昨年、令和元年　本当はお
祝いムードの良い年に日本中
がなると思っていたと思いま
す。ですが、私にとってあま
り良い年ではなかったです。
　年の初めは、令和元年と意
気込んでいましたが、思った
通りに中々いかず、あっとい
う間に夏が過ぎ、台風に追い打ちをかけられ、今ま
でになく色々考えさせられる1年でした。
　気持ちが折れそうでした。救われたのは、延期に
なった天皇・皇后即位の祝賀パレードで、夕日と言
うか黄金に輝く、パレードを見たとき、なんか日本
人に生まれてよかった！頑張ろう！と気持ちが吹っ
切れた気がします。
　これからが本題ですが、もう4回目の年男です。
今まではそんなに気にもしなかったのですが、少し
真面目過ぎたかな～と思います。
　今年からは、良き先輩を見習い「ちょい悪おや
じ」を目標に一生懸命、次の年男には、笑っていら
れるように今年から動き出そうと思います。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 伊藤様、阿部様、付君、本日は来訪

ありがとうございます。誕生日のお
花ありがとうございました。皆様、
本日は楽しんで、又、新しい気持ち
でロータリー活動頑張りましょう！
ロータリーの金メダル取りましょ
う！

武田富士子 明けましておめでとうございます。
昨年は色々とお世話になり、ありが
とうございました。内山年度も折り
返しです。本年も宜しくお願い致し
ます。私事。昨日、1億9,320万円の
大間のマグロを食して来ました。と
てもおいしかったですよ！！大トロ
398円、中トロ298円と通常値で食
べました。

阿部輝彦様 明けましておめでとうございます。

小幡　　倖 明けましておめでとうございます。
昨年は台風で落ち着かない日々でし
たが、今年は良い年にしたいもので
す。4日で71才になりました。日々
充実の時を過ごしたいものです。

吉野　和弘 本年も宜しくお願い致します。
内藤　智介 明けましておめでとうございます。

今年もニコニコ出来る様にニコニコ
させて頂きます。

鈴木　荘一 新年、明けましておめでとうござい
ます。

秋元　秀夫 おめでとうございます。本年も宜し
く。

秋元ゆかり 新年、明けましておめでとうござい
ます。本年も宜しくお願い致しま
す。お誕生日祝い、有難うございま
した。

津露佐太夫 明けましておめでとうございます。
髙橋　雄一 明けましておめでとうございます。

年男の抱負を述べさせて頂きます。
中野　賢二 明けましておめでとうございます。

年末は、どこの仕事も人が足りず、
私も現場に出ていました。師走の忙
しさと重なり、バタバタでした。レ
バノンに逃亡したかったです。今年
はゆとりある年でありますように。

坂井佳代子 皆さん、こんばんは。明けましてお
めでとうございます。昨年中は大変
お世話になりました。本年も宜しく
お願いします。身体に気をつけて、
元気なおばあちゃんになりたいと思
います。

藪　　　武 今年も元日ニューイヤー駅伝に行っ
てきました。結果は23位で目標達成
出来ませんでした。来年こそ！！

倉繁　　裕 皆様、新年おめでとうございます。
本年も宜しくお願いお願い致しま
す。本年元日も明治神宮に初詣に行
きました。朝8時前、混み合う前に
スムーズにお参り出来ました。製鉄
事業、変化の多き年となりそうです
が、変化をチャンスにすべく、取り
組んでいきたいところです。

釼持　純一 四つのテストの唱和をさせていただ
きました。

廣田　二郎 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
昨年のクリスマス例会では、ドタ
キャン申し訳ございませんでした。

猪瀬　　浩 新年、明けましておめでとうござい



ます。本年も宜しくお願いします。
永嶌　嘉嗣 明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。
平野　寛明 明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。
藤平　洋司 新年おめでとうございます。本年も

宜しくお願い致します。
隈元　雅博 東京南RC阿部輝彦様、一社）かず

さ青年会議所理事長伊藤友彦君、米
山奨学生付靖秋君、ようこそ君津
RC新年初例会へおいで下さいまし
た。また、年男の遠田会員、鈴木会
員、高橋会員これからも宜しくお願
いします。自衛隊の沖縄への地対空
ミサイルの配備、イラン・アメリカ
紛争、イギリスのEU離脱、香港の
デモ、ドイツ極右政党の台頭など、
世界情勢が不安定になってきていま
す。今こそ我々RCの一人ひとりが
知恵を出し、汗をかき共に世界平和
を目指しましょう！

大川　祐士 新年、明けましておめでとうござい
ます。本年も宜しくお願い致しま
す。又、親睦委員会活動にご協力願
います。

内山　雅博 今年も宜しくお願い致します。さて
昨日のサザエさん次週予告時のジャ
ンケンですが、予想通りサザエさん
年始は、26年連続チョキでした！一
説によると、新年だから平和を望ん
でピース（チョキ）にしているとか
…諸説あり！

坂本　直樹 皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。昨年以上にロータリー活
動頑張ります。本年もどうぞ宜しく
お願い申し上げます。

谷口　弘志 年末の休暇中に不覚にもインフルエ
ンザに罹患してしまいました。ワク
チンの予防接種をしていたにもかか
わらず、昨年の最後の締め括りでの
罹患ということで、今年は一年間は
絶対にインフルエンザにならない様
に予防に努める決意を新たにしてい
ます。

福田　順也 明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。今年も
ロータリー活動頑張ります。

岡野　　祐 明けましておめでとうございます。
正月は、妻の実家の新潟に行ってい
ました。地球温暖化の影響か、雪が

ありませんでした。今年は、グレタ
さんと一緒に活動しようと思ってい
ます。

遠田　祐治 還暦のお祝いありがとうございま
す。先程、大浦さんに「一緒だね」
と言ったところ、今日別件があるの
で休むと軽く言われました。あいか
わらず、薄情な人です。今年も宜し
くお願いします。

佐々木昭博 今朝、パソコンの電源ボタンを押し
たところ、うんともすんとも言わず
…故障。パソコンが無いと全く仕事
にならない事を改めて実感しまし
た。新年初日から幸先の悪いスター
トでした。今年もロータリー活動頑
張ります。

小川　哲也 明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。還暦の
皆さん！年男の皆さん！人生を盛り
上げて良い年にしてください。

芝﨑　　均 新年、明けましておめでとうござい
ます。本年は災害の無い一年である
事を願っています。

早見　秀一 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
還暦の抱負、年男の抱負の発表、お
疲れ様でした。良い年になりますよ
うにお祈り申し上げます。

荒井潤一郎 初心を忘れず、頑張ります。
村上　　進 皆様、新年明けましておめでとうご

ざいます。本年も宜しくお願いしま
す。ご来訪の皆様、ようこそ君津
RCへ。



懇親会の様子（令和 2年 1月 6日）


