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乾

中村直前副会長⇒谷口副会長
(中村直前副会長欠席のため、内山直前会長が代行)

杯

内山貴美子直前会長
2020-2021年度の第一例会として、内山直前会長
の発声で乾杯を実施。
認証状・会長章の引継ぎ

内山貴美子直前会長
荒井潤一郎会長
武田直前幹事⇒福田幹事

内山直前会長から荒井会長へ認証状を引き継ぎ。
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本年度の役員・理事紹介
会
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幹
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S . A . A . 大森 俊介
直 前 会 長 内山貴美子
国 際 奉 仕 鈴木 荘一
青少年奉仕 内藤 智介
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会長就任挨拶

荒井潤一郎会長
今年度、会長を務めさせて頂きます、荒井潤一郎
です。
前年度は、コロナウイルスの影響で世界的に混乱
した年でしたが、今年度も第2波の可能性がある中
でのスタートとなります。ウイルス感染の影響で、
ご苦労されている企業がほとんどで、みんなが大変
な状況の中、できる限り色々と考慮しながらクラブ
運営を進めていきたいと考えています。
福田幹事、役員、理事、事務局、共に力と知恵を
合わせ務めさせて頂きますので、1年間宜しくお願
い致します。
会長エレクト就任挨拶

岡野祐会長エレクト
今年度、会長エレクトに就任した岡野です。
頭の中は来年の事で一杯ですが、まずは、今年度
荒井会長・福田幹事・谷口副会長のもと、クラブの
為に頑張っていきますので、宜しくお願致します。
副会長就任挨拶

谷口弘志副会長
今年度、荒井会長のもとで副会長の大役を仰せつ
かりました、日鉄テックスエンジ(株)の谷口です。
今年度で入会4年目を迎えました。
これ迄は公共イメージ向上委員会を中心に活動を
してきましたが、まだまだロータリー活動の奥深さ
を感じると共に、若葉マークが取れていないことを
実感しています。
そんな中で(前)中村副会長の後任を務めるとあっ

て、大きなプレッシャーを感じずにはいられませ
ん。
まずは、君津RCの皆様の活動に少しでもお役に
立てるように、そして「奉仕の理想」の実現を通し
て、社会奉仕への共感と感動を得るように努力して
参りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま
す。
幹事就任挨拶

福田順也幹事
今年度荒井会長のもと、幹事を務めます福田順也
です。
今年度、国際ロータリー会長、ホルガー・クナー
クのテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」、
2790地区、漆原摂子ガバナーのスローガンは「ク
ラブが主役になり、奉仕の理念の実践を！」、君津
ロータリークラブ荒井会長のテーマは「一人はみん
なのために・みんなは一つの目的のために」となっ
ています。これらの目標に向かい、1年間一生懸命
頑張ります。
この秋、日本ロータリーは創立100周年、君津
ロータリークラブは次年度、50周年を迎えます。
荒井会長は、「その節目に当たる50周年に向け
て、今一度原点に立ち返り、次の50周年に向けて
繋げて行かなければならない」と話され、まさに原
点である、ロータリーの目的「意義のある事業の基
盤として奉仕の理念を推奨し、これを育む」に戻
り、「他人を思いやり、他人のためになることをし
ようという考え方」を実践したいと考えられていま
す。荒井会長と同様な考えのもと、クラブの向上拡
大を図っていきたいと考えています。
今年度は、50周年の準備が始まり、次年度の交
換留学生の準備もしなければなりません。岡野会長
エレクト、谷口副会長、他役員の皆様、理事の皆
様、各委員長、副委員長、会員皆様、お一人お一人
の、ご協力、ご指導、ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお
願い致します。
副幹事就任挨拶

佐々木昭博副幹事
今年度、副幹事を仰せつかりました(株)アドマス
ターの佐々木です。職業分類は看板業です。
ついこの間入会したばかりのつもりでいました
が、君津RCに入ってもう6年目になっていた様で、
今回この様な大役をやらせて頂く事になりました。
副幹事と言う事は、次年度50周年事業の年には
幹事になる予定となりますので、その時に向けて
しっかりと1年間勉強し、ロータリーへの理解をも
う1段2段深めたいと思います。皆さん宜しくお願
い致します。

感謝状・記念品の贈呈
パスト会長章の贈呈

荒井潤一郎会長
直前会長・幹事に感謝状及び記念品の贈呈

ロータリーを誇りに思い、会員の皆さまと共に良い
クラブが続くよう、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。
報
告
1．6月29日(金)きみつ秋花火執行部 部会長会議が開催
されました。当クラブからは、平野会員が出席されま
した。お疲れ様でした。

会長挨拶及びご報告

荒井潤一郎幹事
ウイルス感染の影響で、み
んなが大変な状況の中、今年
度は、日本ロータリー100周
年、次年度は君津ロータリー
が50周年を迎え、今年はその
準備の年であります。
色々と変化のある中、ロー
タリーの目的を実践し、4つの
戦略的優先事項(行動計画)ロー
テーションの実践をしながら、クラブの向上拡大
を図っていきたいと考えています。テーマである
「ロータリーは機会の扉を開く」は、知り合う事か
ら始まると思います。
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、機会
の扉を開いていきたいと考えています。
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、確信しています。
今年度の役員のメンバーは若干若手の構成になっ
ています。私をはじめ、少し頼りなさがあるとは思
いますが、諸先輩方に相談しながら進めていきたい
し、何よりも、みんなが「楽しい」と思えるクラブ
運営を目指したいと思っています。
クラブ運営が円滑に進むように執行部で決めた案
が、新たな取り組みや内容等もあろうかと思います
が、そんな時ほど、諸先輩方の温かい応援をいただ
きたく、ご指導、ご鞭撻をお願い致します。
とにかく、みんなが笑顔で「明るく・楽しく・元
気よく」をモットーに、「人として」を大切に、活
動できるように頑張ります。
「一人はみんなのために、みんなは一つの目的の
ために」をテーマに、これからも感謝を忘れず、

2．2019-20年度諸岡ガバナーより、地区役員へ感謝状
が届いております。
19-20年度役職
RYLA委員長
黒岩靖之 会員
米山記念奨学会委員長 鈴木荘一 会員

3．地区役員の委嘱状が漆原ガバナーより届いておりま
す。
地区諮問委員会
委員
秋元秀夫 会員
米山記念奨学委員会 委員長 鈴木荘一 会員
RYLA委員会
委員長 内藤智介 会員

４．6月13日(金)、坂本会員に第3子、女の子が誕生しま
した。おめでとうございます。クラブよりお祝いをお
渡しします。

幹

事

報

告

入会者紹介

福田順也幹事

(株)慶傳社 阿部 輝彦様
紹介者 鈴木 荘一会員
阿部さんのご紹介をさせて頂きます。
阿部さんは慶応大学をご卒業されテレビ東京に入
社。主に営業畑を歩まれ2000年にテレビ東京専務取締
役、2003年にはテレビ東京製作代表取締役を務められ
ました。取締役終了後、帝京大学文学部教授を務めら
れた後に慶傳社、HATUコーポレーションKDSの代表
取締役をされ、現在は日本英語連盟常務取締役、日本
小唄協会理事を歴任されています。
趣味は観劇、陶芸、フェンシングです。
1999年に東京南RC、その後那覇RCに所属され、こ
の度住居を君津に移されたのを機会に君津ロータリー
クラブに入会されました。義理の息子さんにあたる方
が日鉄マンという事でも、当クラブに縁を感じます。
大変謙虚で気品あるたたずまいで、いろいろ学ぶべ
きところがたくさんある方だなと思います。
当クラブも来年50周年ですけど、君津市も市政50周
年になりますので阿部さんのお人柄でぜひ市政50周年
番組を君津市で開催できるように、またご助力を頂け
ればと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いし
ます。

2．7月13日(月)
次週例会は「直前会長・幹事慰労夜間例会及び
会員歓送迎会」です。
点鐘：18時
場所：ホテル千成
お間違いないようお願い致します。

(株)マルコン警備保障 川村 優子様
紹介者 岡野 祐会員
本日入会される川村優子様をご紹介します。
昭和50年3月8日木更津生まれ。現在は君津にお住ま
いです。ご家族はご主人、お子様が20才のご長男と高
校生の娘さんの4人家族です。
職業分類は警備保障、事業所は(株)マルコン警備保
障の代表取締役でいらっしゃいます。
お気づきの方もいらっしゃいますが、当クラブの近
藤会員の娘さんです。すぐ社長になった訳ではなく警
備員指導責任者資格を取得し、
・平成8年にマルコン警備保障へ就職
・平成24年に専務へ就任
・平成28年に社長へ就任
今回近藤会員と代替わりでご入会頂きました。
川村さんとは、何度かプライベートでシュガーラン
プに来て頂いて僕の方がお世話になってるご縁でござ
います。川村さんはとても芯が強く、とても優しい方で
す。これから共にロータリー活動をしていくにあたり、
大変嬉しいです。
皆さんもどうぞ川村さんの事を宜しくお願い致しま
す。

〈配布物〉
1．例会プログラム
2．2020-21年度バッチ(荒井会長
より)
3．ガバナー月信(7月号)
4．2019-20年度地区大会記念誌
5．甲府東RC30周年記念誌(記
念式典に出席した方のみ配
布：他回覧します)
〈報 告〉
1．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：7月23日(木) 休会
理由：定款第7条第1節ｄ項による
＜木更津東RC＞
①日時：7月19日(日) 移動例会
場所：太田山公園
内容：清掃奉仕
②日時：7月22日(水) 休会
理由：定款第7条第1節ｃ項による

3．新年度が始まりましたので改めてお知らせ致しま
す。例会を欠席される場合は、例会開催前の金曜日
17時までに事務局までご連絡をお願いします。金曜
日の17時までにご連絡頂けると、お食事をキャンセ
ル出来ます。
クラブの経費削減にご協力お願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．直前会長・幹事慰労夜間例会及び会員歓送迎会の
出欠について
４．RLI(パートⅡ)開催の案内
５．甲府東RC30周年記念誌
６．The Rotarian(英語版)
７．財団ニュース(7月号)
８．バギオだより(7月号)
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芝﨑 均委員
本日の例会にて、今年度予算案について承認され
ましたので詳細につきましては、本年度活動計画書
に掲載致します。

親 睦 委 員 会
7月の私の誕生祝・記念日

7月 の 誕 生 祝
大木

建樹

秋元

秀夫

宮本

茂一
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裕

別府

明人
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7月の私の記念日
川村

優子

内山

雅博

小関

常雄

S. 20. 7. 6
H. 9. 7. 12
S. 36. 7. 13

6月 の 誕 生 祝
釼持

純一

藤平

洋司

S. 24. 6. 13
Ｓ. 58. 6. 25

6月の私の記念日
茂田

秀和

H. 11. 6. 6

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
1年間宜しくお願いします。
福田 順也
1年間宜しくお願いします。
阿部 輝彦
今日より君津ロータリーに入会いた
しました。宜しくお願い致します。
川村 優子
7月より入会させて頂きました。(株)
マルコン警備保障川村です。みなさ
まにご指導頂きながら楽しく活動し
たいと思っております。宜しくお願
い致します。
内山貴美子
本日より荒井年度がスタートしま
した。今後のご活躍をご期待申し上
げます。阿部様、川村様、本日はご
入会おめでとうございます。ロータ
リー活動共に頑張りましょう!
武田富士子
コロナ騒動の中、例会等が休会と
なって中途半端感が残りましたが、
皆様のご協力により引継ぎが無事出
来ました。改めてありがとうござい
ました。新たに荒井会長のもとに新
体制が本日スタートしました。皆
様、宜しくお願い致します。
谷口 弘志
先週7月1日付けで弊社は経営統合を
行いました。君津支店としては浦安
地区、市川地区も守備範囲となりま
す。多少、君津ロータリー活動にも
制約が生じるかもしれませんが、極
力影響を回避して参りますので、こ
れからも宜しくお願いします。
内藤 智介
新年度になりました。今年度も宜し
くお願いします。阿部さん、川村さ
ん、君津RCに入会おめでとうござ
います。ロータリー活動を一緒に楽
しみましょう！
篠塚 知美
荒井会長を始め、本年度の役員、理
事の皆様、宜しくお願い致します。
阿部会員、川村会員、ご入会おめで
とうございます。これからどうぞ宜
しくお願い致します。
大川 裕士
阿部様、川村様、ようこそ君津RC
へ。今後とも宜しくお願い致しま
す。
村上
進
皆様こんにちは。阿部様、川村様、
入会おめでとうございます。本年
度、社会奉仕委員長を務めます。ご
協力宜しくお願い致します。
谷
浩司
阿部様、川村様、ようこそ君津ロー
タリークラブへ。これから宜しくお
願い致します。今期の梅雨は早く終
わると天気予報では言ってましたが

早見

秀一

秋本ゆかり
内山 雅博

小関

常雄

髙橋

雄一

小川

哲也

梶山

健次

秋元

大浦

政寛

芳弘

大木 建樹
黒岩 靖之

鈴木

荘一

岡野

祐

坂井佳代子

豪雨から梅雨の終わりが伸びてし
まったようです。悲しい知らせが
ニュースで流れていますが、まずは
自分の命を守る事が大事ですので、
みなさんも気を付けていきましょ
う。
荒井会長、福田幹事のもとで新役
員、新幹事の一員として新体制を支
えて参ります。どうぞ宜しくお願い
申し上げます。阿部新会員、川村新
会員、ご入会おめでとうございま
す。共に君津RCを盛り上げましょ
う。
本年度も宜しくお願い致します。
何と！君津支店に残ることができま
した！ということで今年度も宜しく
お願い致します。
記念日のお祝いありがとうござい
ます。九州での大雨被害が心配です
が、新しい年度になり、少しでもお
役に立てるように努力したいと思い
ます。
今日から新年度、荒井会長宜しくお
願い致します。
コロナに当たらずに抽選に当たりま
した。ありがとうございます。
阿部会員、川村会員、御入会おめで
とうございます。共にロータリー活
動に励んで参りましょう。
内山直前会長、一年間お疲れ様でし
た。荒井新会長、どうぞ宜しくお願
い致します。先日、交換留学生希望
者と面接を行いました。とても素晴
らしいお嬢さんで応援したくなりま
した。
新会員となられた阿部様、川村様、
宜しくお願いします。
誕生祝いありがとうございます。
荒井、福田丸の出航です。皆で盛り
上げていきましょう。業務のため早
退します。
荒井会長、福田幹事、1年間宜しく
お願いします。
本日川村さんをご紹介させて頂きま
した。阿部さん、川村さん、ご入会
おめでとうございます。これから共
にロータリー活動宜しくお願い致し
ます。
皆さんこんにちは、今日から新年度
ですね。役員、理事の皆さん宜しく
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伊藤
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大森

俊介

倉繁

裕

吉野 和弘
秋元 秀夫
大森

敏隆

坂本

直樹

お願いします。阿部さん、川村さん
入会おめでとうございます。これか
ら宜しくお願いします。
新荒井会長、役員皆様、よろしく。
前内山会長、役員皆様、お疲れ様。
荒井会長、福田幹事、1年間宜しく
お願いします。
今年も7月となり、安全活動第一の
季節となってきました。コロナ禍の
中で熱中症に注意して進めていきた
いと思います。
七夕雨になりそうですね。織姫さん
かわいそう…
荒井会長、以下役員の皆様、一年間
宜しくお願い致します。
阿部輝彦様、川村優子様、本日はご
入会おめでとうございます。これか
らも宜しくお願い申し上げます。
本日より荒井年度のスタートです！
微力ながら副幹事として頑張って行
きますので宜しくお願いします。
新型コロナウイルス感染者が緊急事
態宣言解除後、増加傾向にありま
す。みなさん感染しない様に注意し
ましょう。
今日も一日みんなが安全に作業を遂
行してくれている事に感謝。
本日、初めてのS.A.A.を務めさせて
頂きました。バタバタしましたが副
S.A.A.の皆様と会員の皆様のご協力
があり無事に終えられました。あり
がとうございました。一年間、ご協
力宜しくお願いします。
本日は、20～21年、荒井会長年度
最初の例会、荒井会長はじめ皆様よ
ろしくお願い致します。新型コロナ
影響、関東の増加等、予断を許され
ない面もありますが、一人一人が感
染予防策を実践しながら生活、仕事
の平常化を進めていくということで
しょうか。
本年度も宜しくお願い致します。
誕生のお祝いありがとうございま
す。
今回でロータリークラブに参加させ
て頂くのが3回目になります。少し
づつ慣れ、楽しみたいと思います。
新年度、新たな気持ちでロータリー
活動を頑張ります。宜しくお願い致
します。

永嶌

嘉嗣

隈元

雅博

中野

賢二

別府

明人

マスクをたくさん頂きました。どう
もありがとうございました。
(株)慶傳社 代表取締役 阿部輝彦さ
ん、(株)マルコン警備保障 代表取締
役 川村優子さん、君津RCへのご入
会誠におめでとうございます。我々
も世の中も大変な時期ですが、困難
な時だからこそ力を合わせ地域の
為、世界平和の為、共にロータリー
活動を頑張って参りましょう！
少し遅刻してしまいました。すみま
せん。
新年度、始まりました。宜しくお願
い致します。

