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①本年度の会費について(1ドル＝107円)＊承認

曇

開 始 点 鐘 荒井潤一郎会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
均会員
四 つのテスト 芝﨑
【 出 席 報 告 】 免除者3名 休会0名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2121
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71.42 ％

2120
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55

47

8

85.45 ％

前々回の修正

メークアップ

0名 76.36 ％
（敬称略）

会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
こんばんは。
先ずは、九州地方の大雨豪雨災害で被災された
方々に、お悔やみと、お見舞いを心より申し上げま
す。上総4市は、影響があまりなく実感が薄いです
が、備えは大切だと思います。
今日は、今年度初めての夜間例会です。ソーシャ
ルディスタンス・感染予防対策等を考えながらの開
催となります。先週お話をさせて頂きましたが、手
探り状態でのセッティングです。そんな中、今後の
感染予防対策で、次亜塩素酸水の噴霧を検討したい
と思っています。理事会で検討はさせて頂きます
が、皆さんからの意見もお聞きしたいと思いますの
で、今週中にご意見を事務局までお知らせ下さい。
新型コロナウイルス感染拡大が収まらない中、皆
さんが大変な中、こうして集まれることに感謝し、
有意義な時間を過ごせればと思っています。
最後まで宜しくお願いします。
報
告
1．第１回理事会が7月6日(月)に開催されましたの
で報告を致します。
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上期年会費
RI分担金(34ドル)
地区分担金
グループ分担金
R財団寄付(75ドル)
R財団寄付/ポリオ(15ドル)
米山奨学会
ロータリーの友
周年特別基金
青少年交換事業基金
合計

50,000円
3,799円
12,625円
0円
8,025円
1,605円
7,500円
1,320円
8,000円
2,000円
94,874円

下期年会費
RI分担金(34ドル)
地区分担金
グループ分担金
R財団寄付(75ドル)
R財団寄付/ポリオ(15ドル)
米山奨学会
ロータリーの友
周年特別基金
青少年交換事業基金
合計

85,000円
3,692円
12,640円
3,500円
8,025円
1,605円
7,500円
1,320円
8,000円
2,000円
133,282円

＊但し、下期はレートの変動により若干の変更あり
②収支実績及び2020-21年度予算書について
6月30日(火)現在実績及び予算書 異議なし
③取り引き先、銀行指定について
千葉信用金庫 君津支店(会計：芝﨑会員)
④会計監査の選任について(2019-20年度)
京葉銀行 大木会員 前年度幹事 武田会員
⑤新入会員委員会所属について
阿部輝彦会員 国際奉仕委員会
川村優子会員 親睦委員会
⑥クラブ例会、年間の休会について
例会数 39回 移動例会を含む
⑦枝豆収穫祭の募集内容
＊開催日程 10月10日(土) 予備日10月11日(日)
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＊ロータリーデーとして開催
ポリオ撲滅運動として冊子配布
社会奉仕委員会・公共イメージ向上委員会・国際
奉仕委員会にて実施
＊区画・募集要項は例年通り
⑧ 駅前花壇について
君津市建設部管理課より、北口の花壇全面の花植
え依頼あり
予算的にも人員的にも厳しくお断りする
⑨ガバナーノミニ―・デグジネート候補者推薦につ
いて
当クラブ会員で資格のある会員で意向確認
⑩令和2年度千葉県「ダメ。ゼッタイ。」国連支援
募金の協力について
7月20日(月)の例会にて回覧により募金を募る
⑪複数の情報セキュリティ対策機能が統合された機
器・サービスの導入について
経費年間12万円⇒導入見送り(価格の低いもので
検討)
⑫事務局コピー機について
引き続きリース契約継続(年間税込11,990円)
⑬第一回クラブ協議会開催(ガバナー補佐訪問日)に
ついて
7月20日(月)ガバナー補佐就任挨拶
8月3日(月)クラブ協議会(ガバナー公式訪問の予行
練習)
⑭第二回クラブ協議会開催(ガバナー公式訪問日)に
ついて
8月24日(月)公式訪問 袖ヶ浦RCと合同開催
当日の内容は、袖ヶ浦RCと調整(決定次第連絡)
懇親会は今年度は開催しない
⑮甲府東RC初例会へ祝電ついて
例年通り1,000円の押し花電報とする
⑯青少年交換留学生について
6月20日(土)に面接実施 結果：合格(当クラブか
ら地区へ推薦する)
⑰その他
次回理事会は、8月3日(月)例会前11時30分
場所：ホテル千成
幹

事
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告
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〈配布物〉
１．例会プログラム(裏面：懇親会プログラム)
２．2020-21年度バッチ(荒井会長より)
〈報 告〉
１．7月15日(水)、第5グループ会長幹事会が開催
されます。

場 所：ホテル千成
時 間：17時
出席者：荒井会長・福田幹事
宜しくお願いします。
２．7月18日(土)、2020-21年度R米山記念奨学会
委員長セミナーが開催されます。
場 所：三井ガーデンホテル千葉
時 間：受付13時 点鐘14時 閉会15時30分
出席者：米山記念奨学会 吉野委員長
宜しくお願いします。
３．今年度地区大会日程変更のお知らせ
〈変更前〉2020年10月17日(土)、18日(日)
〈変更後〉2021年5月9日(日)、10日(月)
コロナ禍による状況に鑑み、開催日程が変更と
なりました。
会員の皆様の出席は、5月10日(月)となリます。
当クラブの年間予定を調整し、改めてご連絡致
します。
〈回 覧〉
君津RC週報・第5グループ週報は次週まとめて回覧
自
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伊藤
彰会員
君津ロータリークラブの皆
様。こんばんは。
6月よりロータリークラブに
入会させて頂きました、日鉄
環境株式会社の伊藤彰でござ
います。
本日は、入会にあたり自己
紹介をさせて頂きます。私
は、昭和39年の東京オリン
ピック開会式の翌日に京都にて出生致しました。幼
少の頃は、京都長岡京市という所で過ごし、学生時
代は北海道で就職すると北九州八幡で社会人生活を
始めました。平成3年に君津市に引っ越しをして以
来、現在は木更津市に住居を構えておりますが、約
30年近くこの地で過ごしております。
現在の日鉄環境に入社するまでは、日本製鉄君津
製鉄所の中で主にエネルギーに関する業務に従事し
て参りました。製鉄所内でのエネルギーとしては製
鉄所で発生する副生ガスを用いた発電所とか、工業
用水とかのユーティリティ全般を運用・管理する部
署であり、24時間連続操業する部署でございまし
た。現在の日鉄環境では、主に製鉄所構内での水道
設備や土木工事他の業務を行っております。
昨年、55歳の誕生日を迎え、心機一転して体力

増進、暴飲暴食を控えた健康的な食生活、近隣を満
喫するの3つをモットーに日々過ごしているところ
です。今年からロータリークラブに入会致しました
が、これから皆さんと親交を深めながら本会の発
展に貢献できるように努めて参りたいと思いますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。簡単ではござい
ますが、以上自己紹介とさせて頂きます。
ご清聴ありがとうございました。
小関

常雄会員

日本製鉄株式会社東日本製
鉄所の小関でございます。
1964年4月18日生まれの56
歳、独身です。大阪市で次男
坊として生まれ堺市で育ちま
した。生まれた時は1,400gと
小さく半年間、保育器に入っ
ていたそうです。また、小学
校に入る頃までは毎晩のよう
に母親が私を抱いてタクシーでかかりつけの小児医
院さんに駆け込んでいたと聞いております。中学生
の頃に、私も含め兄姉が生まれた病院とお世話に
なった小児医院さんを家族とともに訪問した際に、
昔からおられる看護師さんに「本当に大きくなって
良かったわね、あなたは食欲だけはあったからね。
それにしてもお兄さんは顔立ちも綺麗だったのに赤
ちゃんの時に亡くなってしまって運命ですね」と言
われ複雑な気持ちになったことを覚えています。今
はただ世の中に感謝するのみです。
私の趣味は野球観戦です。皆様方の日本製鉄か
ずさマジックに対する熱い応援、ご支援に感謝申
し上げます。私は小さい頃は野球を観るだけではな
くプレーもしており、友達と家の近くにあった南海
ホークス2軍練習場に入り込んでよく遊んでおりま
した。当時、選手兼任監督だった野村さんからボー
ルを貰ったり、キャッチボールもして頂いたことを
覚えております。しかしながら一度も南海ファンに
なったことはなく大阪生まれですが阪神ファンでも
ございません。私は巨人の星を見て育った世代であ
り、プロ野球チームとしては根っからのジャイアン
ツ、長嶋さんのファンですのでお間違のないようお
願い致します。
1989年に当時の新日鐵に入社し、君津第4高炉で
三交代研修を受けました。配属先は事前に伺ってい
た研究所のあった相模原ではなく君津となりまし
た。当時の君津と相模原に将来二人とも役員となる
ご兄弟社員がおられ、兄弟間で私の配属先を変更し
たとお聞きしました。大学の先生は怒っていました
が私としても、会社としても、私の配属先が研究所
でなくて良かったのではないかと思っております。

その後、製鉄所内の開発・改善業務、新規事業で
あった容器包装プラスチックのリサイクル事業、地
域の方と関係の深い環境防災を担当し、仕事の関係
で島根県以外の都道府県には伺ったことがございま
す。未だに独身である理由はそこにあるのではない
かと考えております。
最後になりますが、私はライオンズクラブでも活
動しております。今回良い機会を頂き皆様方ととも
にロータリークラブ活動を通じて新たな経験ができ
るものと考えておりますので何卒、宜しくお願い致
します。
大森

敏隆会員

この度、株式会社テツゲン
遠田支店長様にご推薦を頂き
まして、君津ロータリークラ
ブに入会させて頂きました大
森と申します。宜しくお願い
申し上げます。
先般、遠田様より少しご紹
介を頂きましたが、私は、兵
庫県相生市で生まれ育ち、大
学を卒業後現在の黒崎播磨に就職致しまして27年
になります。
黒崎播磨という漢字4文字の、なかなか馴染みの
ない会社ですが、時々マラソンや正月の駅伝のテレ
ビ中継で社名が出るぐらいですので、どんな会社な
のかは分らないと思いますので、少し紹介させて頂
きます。業種で言いますと窯業になります。鉄を作
るために、溶けた鉄を受けるため耐火レンガが必要
不可欠でありまして、様々な設備の内側に張る耐火
レンガを製造、販売しております。従いまして、製
鉄所のある所には必ず営業所があります。
この君津に来る前は、名古屋で20年あまり過ご
してきましたが、今年の4月より単身という自由
で、また、新天地に楽しみで来ましたが、このコロ
ナで送別会もなければ、歓迎会もできない寂しい
状況であります。そういった中、50歳の節目の年
で、伝統あるロータリークラブに入会させて頂くこ
とになりまして、大変光栄ですし、様々な業種の
方々と出会えることをありがたく思っています。本
日よりロータリー活動を通じまして、奉仕理念に基
づき人間の幅を広げ、活動をともにさせて頂き、少
しづつ親睦を深めさせて頂けたらと考えています。
今後の活動におきまして、非常に不安ではありま
すが、皆様にはご迷惑をお掛けすることがないよう
に、精一杯頑張って参りますのでご指導を宜しくお
願い申し上げます。

日野 千博会員
初めまして山九株式会社の
日野と申します。
この度はロータリーの一員
に加えて頂き誠にありがとう
ございます。微力ながら皆さ
んのお力になれるように頑
張って行きたいと思いますの
で宜しくお願い致します。
私は、昭和40年に生まれ高
校まで広島市で過ごしました。23歳から君津市民
となり、すでに32年が過ぎようとしています。君
津市は、海あり山ありで都心も近く子供を育てる環
境としては、本当に良い所だと思いますし、もっと
栄えても良い街なのにといつも思っております。君
津市の発展は製鉄所と、ともに歩んで来たと言って
も過言ではなく、全国的には製鉄の街というイメー
ジが強いのも事実であり、地方から転入されて来て
いる方も多く、会社にいると、いろいろな方言が飛
び交うユニークな一面もありますし、地方の食文化
も君津の中で咀嚼され君津に居ながらにして九州か
ら北海道までの食文化に触れることが出来るのもう
れしい特徴だと思っております。
ロータリーの活動拠点であるホテル千成さんにつ
いてお話をさせて頂きますと。入社当時から歓迎
会、新年会、忘年会に送別会等、少なく見積もって
も毎年6回は来させて頂いております。入社から通
算しますと軽く200回近くは千成さんで宴会をさせ
て頂いたことになります。なかでも、衝撃的だった
のは締めのチャーハンです。こんなにおいしチャー
ハンが世の中にあるんだ…と君津に赴任したての
頃、感激し今なお、その味を維持し続けてくれてい
ることがうれしくもあり、完成の域に達した熟成さ
れた味であると感心しております。私がそうである
ように弊社社員も同じように千成さんでお世話に
なっており、千成＝締めのチャーハンを食べに行く
という図式が弊社社員の中でしっかり出来上がって
おり、我々の胃袋を鷲掴みにしている千成さんで
す。宴会の時は、ん？今日はちょっと味が薄くない
か？という話を聞くこともありますし、やっぱり安
定の旨さだよなあ…という声も毎回どこからともな
く聞こえてきます。あっ…プレシャーを掛けている
訳ではありませんので…笑
世の中は価値観も大きく変わってきており、多様
化してきておりますが、良いものは時代を超えても
生き残っていくという一つの例だと思っておりま
す。ロータリークラブも多様化していく中でもしっ
かりと初心を貫き、君津市民の皆さんが平穏無事に
過ごされるよう支援し続けていって頂きたいと思い
ますし、私もその一員として責務を全うして行きた

いと思っております。
お

礼

贈

呈
内山貴美子直前会長

ホテル千成様へ

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
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慰労、歓送迎会です。直前会長、直
前幹事、お疲れ様でした。そして、
新人会員の方々、宜しくお願い致し
ます。
内山直前会長、武田直前幹事、お疲
れ様でした。伊藤会員、大森会員、
小関会員、日野会員、君津ロータ
リークラブへようこそ。
会長在職中は皆様に本当にお世話に
なり、慰労会まで開催して頂きあり
がとうございました。これからも
まだまだコロナ禍は続くと思います
が、皆さんでコロナと共存しながら
活動を続けて行きましょう。これか
らも宜しくお願いします!
本日はありがとうございました。ま
た、新しいお仲間が入会され自己
紹介をして頂きました。君津RC会
員の皆さんはとても楽しく良い方ば
かりです。RC活動を楽しみましょ
う。先日、永嶌会員より報告されま
した通り、玄々堂さんへマスクの贈
呈に行ってまいりました。新昭和さ
んの好意で安くして頂いたので残金
について、ニコニコBOXへ入れさ
せて頂きました。
内山直前会長、武田直前幹事、前年
度役員の皆様、1年間大変ご苦労様
でした。台風等の自然災害や新型コ
ロナの発生等の逆境の中で「増やそ
うロータリーの手」の活動テーマの
もとで、一歩一歩着実に活動を実行
され感謝申し上げます。
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先週、定期健康診断でしたが、入口
での検温と手のアルコール消毒、
ソーシャルディスタンスをとった待
合座席等、感染防止策が織り込まれ
ていました。不特定多数が集まる場
ではマスク装着を併せて、こういっ
た対応が標準的なパターンとなるの
でしょう。
本日は、久しぶりの夜間例会です
が、コロナに負けず皆で地域貢献と
世界平和に邁進して行きましょう！
前会長内山さん、前幹事武田さん、
1年間お疲れ様でした。新会長荒井
さん、新幹事福田さん、宜しくお願
いします。
内山直前会長、武田直前幹事、1年
間お疲れ様でした。
内山直前会長、武田直前幹事、お疲
れ様でした。新人会員の皆様、宜し
くお願いします。
久々の夜間例会。2度目のS.A.A.緊
張します。
先日の例会前に、エアコンの風が通
り抜けるように改良した、旗の取付
金具を設置しておきました。ほとん
どの人が気づいていませんでした。
「言われてみれば、涼しいと思っ
た!」という感じでしたね。旗が下
がっていてもわからないものなんで
すね。
こんばんは、久しぶりの夜間例会。
本日は宜しくお願い致します。
久しぶりの外飲みです!
内山さん、武田さん、1年間どうも
ご苦労様でした。これからもクラブ
を盛り上げて行きましょう。
長い梅雨の時期が続きますが、酷暑
に備えてしっかり体調管理を行いま
しょう。
内山直前会長、武田直前幹事、お疲
れ様でした。コロナウイルスで燃焼
中途となりましたが、新年度に注力
してください。新しく入会された会
員の皆様、今後とも宜しくお願い致
します。
本日、親睦会で少しづつ皆さんと打
ち解けて行きたいと思います。宜し
くお願いします。
内山直前会長、武田直前幹事を始
め、前役員の皆様1年間ご苦労様で
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した。
内山直前会長、武田直前幹事、1年
間お疲れ様でした。
1年間頑張ります。
本日、自己紹介ができてようやく会
員になった気がしました。荒井会長
を始め、皆様方、宜しくお願い致し
ます。
前年度、役員の方々お疲れ様でし
た。そして、記念日の花、ありがと
うございました。花が届いたので、
昨日23回目の結婚記念日を忘れずに
済みました!
内山さん、武田さん、お疲れ様で
した。いつも優しいお2人に励まさ
れ、癒され、元気を貰いました。こ
れからも宜しくお願いします。
内山直前会長、武田直前幹事、役員
の皆様、1年間ご苦労様でした。
今日は半年ぶりの血液検査。血糖
値(ヘモグロビン)は7.5で少々高め、
その他は全部基準値内。安心しまし
た。
内山直前会長、武田直前幹事を始
め、全役員の皆様、お疲れ様でし
た。心より慰労申し上げます。荒井
会長のもとで、心新たにRC活動頑
張って行きたいと思います。
本日は、新年度で初参加です。新会
長、新幹事、新状態でのスタート、
ロータリー活動の真価が試されます
が、宜しくお願いします。今日の懇
親会はハラハラドキドキです。
皆様こんばんは!!内山直前会長、武
田直前幹事を含め前理事の皆様、
1年間お疲れ様でした。今年度の皆
様、宜しくお願いします。
直前会長、直前幹事、他役員の方、
1年間ご苦労さんでした。次年度の
会長、幹事の方、1年間頑張って下
さい。宜しくお願い致します。
今週も、ぐずついた天候でコロナも
増えて、気分的に落ち着かない日々
です。三密の努力を怠らずに頑張っ
て行きたいと思います。本日は、自
己紹介させて頂きましたが、今後と
も宜しくお願いします。
先日、リモート飲み会をやりまし
た。皆で集まってワイワイ騒げるの
は何頃になることやらと思っていた
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ら、今日、皆で飲み会ですね。コロ
ナに充分注意して、RCを頑張りま
しょう。
あっという間に新年度が始まり、早
2回目の例会で頭と体がついて行く
か心配です。内山直前会長、武田直
前幹事、1年間お疲れ様でした。

懇親会の様子（令和 2 年 7 月 13 日）

