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１．7月15日(水)第5グループ会長・幹事会が開催さ
れました。私(荒井会長)と、福田幹事が出席し
ましたのでご報告致します。

曇

荒井潤一郎会長
それでこそロータリー
坂井佳代子会員
窪田

謙(ガバナー補佐)

開催日：7月15日(水)17時〜
場 所：ホテル千成
議 題：1．公式訪問について
各クラブ開催日を再確認(当クラブ
は8月24日(月))
2．次期ガバナー補佐について
調整中
3．次年度グループ編成について
本日配布しました資料の通りです
が、2021年7月より第5グループに
市原RC、市原中央RCが加わり、
富津中央RCと富津シティRCが第
6グループとなります。
4．第5グループ収支予算について
昨年度はコロナウイルスの影響で、
繰越金が526,663円増となってま
すので、各クラブの上期分担金を
徴収しないことと決定しました。
(第5グループ会長幹事会にて承認
済み)
5．今年度情報研修会について
日時：10月24日(土)
受付：13時30分
点鐘：14時
詳細：調整中(コロナウイルスの影
響で地区の担当委員会も会
議が滞っている状況で詳細
は未定。決定次第お知らせ
致します。）

【 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
2122

58

55

44

11

80.00 ％

2121

58

56

40

16

71.42 ％

前々回の修正

メークアップ

0名 85.45 ％
（敬称略）

会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
こんにちは。
地域貢献の一つですが、かずさマジックの応援体
制を強化できればと思います。君津ロータリーから
の会費増とか、寄付とかではなく、我々一人一人の
ネットワークを活用して、「応援団を増やす」と言
う、機会の扉を開いて行きたいと考えています。
かずさマジックは、渡辺監督を始め、選手たち
は、今まで以上に頑張ろうとしています。
3ヶ月の自粛期間中は全体練習が行えず、個人の
スキルアップを中心に選手個人個人が取り組み、自
粛期間が解けた後、6月7日(日)からはOP戦を再開
しています。今は8月28日(金)からの都市対抗予選
に向けて、チームの底上げに力を入れています。
コロナウイルスの影響で様々な制限がある中、練
習・試合を行っていますが、選手一人一人が高い意
識を持ち、渡辺監督を中心に取り組んでいます。か
ずさマジックの今年のスローガン、「〜勝負の一年
〜」を常に強く思いながら、必ず結果を出してくれ
ると確信しています。
君津ロータリーが、応援団を増やすという「機会
の扉を開く」を実践しながら、地域みんなで応援し
たいと考えていますので、一人一人のご協力と熱い
応援を宜しくお願いします。

国際ロータリー会長
ガ バ ナ ー 漆
ガ バ ナ ー 補 佐
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２．当クラブへの今年度第一来訪者へ記念品を贈呈

き、修正がありましたらご記入下さい)
5．RLI(partⅡ)の出欠の案内
6．第19回ロータリー全国囲碁大会の案内
7．ハイライトよねやま(Vol．
244)
8．ロータリーコーディネーターNEWS(8月号)
9．風の便り(Vol．
15)
10．きみつ秋花火2020開催中止について
11．開発途上国の薬物乱用防止の活動募金箱を回
覧しています。ご協力お願いします。

ガバナー補佐挨拶
「国際ロータリー第2790地区ガバナー補佐 窪田 謙
様」

幹

事

報

告
福田

順也幹事

〈配布物〉
1．例会プログラム
2．2020-21年度活動計画書
P22、23の年間プログラムですが、地区大会の
日程変更については、印刷後だったため反映さ
れておりません。地区大会の日程変更によりク
ラブの活動について調整が必要なため、8月3日
(月)の理事会にて協議の上、8月17日(月)の例会
にて訂正シールを配布する予定です。(地区大
会変更前：10月17日(土)、18日(日)⇒変更後：5
月9日(日)、10日(月))
3．ロータリーの友（7月号）
4．国際ロータリー第2790地区グループ再編成につ
いて
5．第5グループ収支予算
〈報 告〉
1．例会変更のお知らせ
〈木更津RC〉
①日時：8月6日(木) 点鐘12時に変更
会場：エザワ―フルーツランド
内容：ブルーベリー摘み家族親睦移動例会
②日時：8月13日(木) 休会
理由：定款第7条第1節ｄ項による
〈回 覧〉
1．君津RC週報
2．第5グループ週報
3．ガバナー公式訪問及び合同例会・クラブ協議会
の出欠の案内
4．2020-21年度会員名簿の校正(内容をご確認頂

窪田

謙ガバナー補佐

皆様こんにちは！
私は、本年度2790地区第5
グループのガバナー補佐でご
ざいます。富津シティロータ
リークラブの窪田謙と申し上
げます。職業は君津でワーク
ショップ、作業着屋を営んで
います。まだまだロータリー
に対しても、未熟者ではござ
いますが、皆様方のご協力を
頂き自分自身も一生懸命勉強をして行きますので、
どうか宜しくお願い申し上げます。
2790地区は14グループございまして、これは全
国でも1番多い地区だそうです。ところが来年度か
ら14グループから10グループに削減されますが、
どういう訳か自分の富津シティロータリーと富津中
央ロータリークラブが第6グループに移行すること
になり、市原と市原中央が第5グループに入ること
になり大変困惑をしています。本年度、14グルー
プが有るということは14名のガバナー補佐が居る
と言うことで、その中でも私が1番年下でございま
す。私は今58歳で50代は私だけで、60代が4人、70
代が9人で来期はスタートします。
今期のRI会長ホルガー・クナーク様のテーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」でございます。ホ
ルガー・クナーク様はドイツの出身で年齢は不詳だ
そうです。職業は不動産業です。そして2790地区
漆原ガバナーは第2790地区では初めての女性ガバ
ナーの誕生です。全国でも10人目の女性ガバナー
だと聞いています。
掲げたテーマは「クラブが主役となり奉仕の理念
の実践を」です。この2つテーマを軸に本年度はス
タートしています。ただ、実際に今コロナウイルス
の影響でロータリー活動が出来ていないのが現状だ
と思います。しかし今だからこそ、皆で助け合い協
力して、コロナウイルスに打ち勝ち安心してロータ

リー活動が出来る様に成ることを祈ります。
最後に皆様にお願いがあります。この後ガバナー
公式訪問があります。その前にガバナーに報告する
ための各クラブの今の状況と、この先の「中長期計
画」の立案に対してお聞きしますので宜しくお願い
致します。そして10月30日(金)に情報研修会の開催
と、来年の1月30日(土)に予定しています、IM「イ
ンターシティミーティングを行う予定をしていま
すので、是非皆様のメモ帳、そして携帯に記帳して
頂きます様、お願い致しまして挨拶とさせて頂きま
す。
皆様1年間宜しくお願い申し上げます。

感謝状・記念品の贈呈
荒井潤一郎会長
中村直前副会長へ感謝状及び記念品を贈呈

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友紹介
大浦

芳弘委員長

ロータリーの友、7月号の紹介を致します。
まずは、右側開きの縦書きの記事から、一つ紹介
します。「ジャパネットたかた」で有名な、高田明
様が2019年2月に講演された内容の要旨です。読み
始めるとすぐに気になる記載が「私の寿命は勝手に
117歳と決めています」。更にこの寿命は「ジャパ
ネットたかた」を引退された頃に、夢で神様からお
告げがあったと続きます。長生きすることを良し
とするという単純なことではなく「まだ46年もあ
ると思えば、いろいろポジティブに考えられる」、
「人間はポジティブに前向きに考えて行けば道が開
けるというのが僕の人生行路の指針です」、「10
年後のことを考えて下さい明日も変えずに10年後
は変えられない」、「過去は何も変えられません、
過去と他人は変えられません、しかし未来と自分
は、自分が頑張ったら変えられます」と続けていま
す。

次に、「私は長年、ラジオショッピングから始
め、人にものを伝える仕事をしてきた」から始ま
り、ビジネスを展開する上で得てきた教訓や大切に
してきたことを述べられています。ラジオショッピ
ングの時代は売れるものは、メチャクチャに売れた
が、テレビショッピングの世界に入っても売れない
ものは売れないという経験で「私がこんなに言って
いるのだから相手に「伝わっただろう」と思ってい
るに過ぎない」、「自分が伝えたと相手に伝わった
は全く別物だ」と気づかされたようです。この気づ
きがなかったら今のジャパネットたかたの発展はな
かったと言い切っています。
高田さんは、能の大成者・世阿弥の著した著書
を人生哲学論として読まれているようです。「花
鏡」、「風姿花伝」という著書に書かれた言葉を引
用してビジネスを行う上で、また人生を歩んでいく
上で大切なことを述べています。その中から、皆様
も耳にしたことがあるのではないかと思うフレーズ
に関して述べているところを紹介します。「風姿花
伝」に「秘すれば花」という言葉があり、秘めた至
芸をここぞというところで繰り出すサプライズの
花、「お客様があっと驚くことをサッと出す」とい
うことだと理解されているようですが、これをビジ
ネスに活かしたのが「明日の朝刊見てください」と
いうCMだそうです。70歳、80歳の方々を対象にし
たチラシ広告を取り入れたが売り上げは横ばい、
そこで考えたアイデアだそうです。「1年続かない
よ」と評論家からは言われたようですが、今でも皆
様もお聞きになることがあるのではないかと思いま
す。
そして、最終ページでは、また「伝えること」に
関する考えを述べられています。伝えるときのテク
ニックの一つとして「言葉は強くはっきり高く言っ
た方が良いです。「伝えたい」という思いがあるの
だったら、もっと高い声でいうことです。もう一つ
は繰り返すこと。伝わるまで何度でも伝えてくださ
い」と述べています。
高田さんが現役の頃の「ジャパネットたかた」の
CMを見聞きした経験のある方なら、この言葉を実
践した独特な口調を思い出されるのではないかと思
います。
次に、左開きの横書きの記事についてですが、主
にRI会長のホルガーさん、そして日本の各地区ガ
バナーの紹介記事が掲載されています。ここでは、
RI会長に関する記事を紹介します。ホルガー会長
の生い立ちから、経験してきたこと、考え方等につ
いて、友人知人他が紹介する形で掲載されていま
す。
会長は、5代前の先祖が操業されたベーカリーの
息子さんとして生まれ、高校卒業後、家業を継ぐた

めに他店での修行を行い、その後に経営学を学び、
卒業後も家業を手伝い、そして家業を継がれていま
す。ベーカリーでは、まだほとんど実施されていな
かった「無農薬の小麦によるパンの販売」、「パン
は工場で焼いて店舗で販売する時代に店舗で焼いて
販売する」という誰もしていなかった革新的なアイ
デアで会社を大きくして行ったようです。
ロータリー活動では、お子様が居ないこともあ
り、青少年交換プログラムで活躍された様で、青少
年交換プログラムに関すること、そこで知り合った
方々との交流等が掲載されています。
最後に、最終段で紹介されている会長のお言葉を
紹介しておきます。「RI会長は地区大会など数多
くのイベントに招待されますが、自分はその大半
に代理を派遣する。ただし、第1940地区の地区大
会には自ら出席する」、「自分の地区は特別扱いし
ても許されるでしょう、特にガバナーが自分のクラ
ブ出身なら」、さらに「所属クラブはとても大事で
す。ロータリーでどんな役職を経験したのであれ、
最後の最後には、誰でもいつだって自分のクラブの
会員であり、仲間と一緒にいると楽しいのです。だ
からこそ、クラブは大事にしなければなりません
し、クラブの仲間も大事にしなければなりません。
会長を務めたなんてどうでもいいことです。最後に
大事なのは仲間に囲まれていることなのですから」
と、締めくくっています。ここに、会長のお考えが
集約されているように感じました。
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この度、木信産業の黒岩社
長様よりご推薦を頂きまし
て、6月より君津ロータリー
クラブに入会させて頂きまし
た。日本生命君津営業部の営
業部長の梶山です。宜しくお
願いします。
ロータリーでの活動は初め
てではありますが、ロータ
リーの基本理念を十分に理解し、荒井会長の基本運
営に沿って活動して参ります。
自己紹介をさせて頂きます。昭和46年生まれ今
年49歳で大阪出身です。私は小学校から大学まで
兵庫県の川西市で育ちました。川西市は大阪、神戸
方面へのアクセスが良く関西のベッドタウンとして
発展した町です。住宅地が多く名物や物珍しいもの
は、ほとんどございませんが兵庫県下の中では、い
ちじくの生産が盛んな場所です。最近知りましたが

兵庫県のいちじく生産量は愛知、和歌山についで全
国3位の生産量があるそうです。ところが、私は元
来あまりいちじくは好きではありせんでした。小学
校の給食にはいちじくが頻繁に出たり、当時私以外
の家族は、全員いちじくが大好きでその季節になる
と我が家は、その匂いに包まれることもあり私を後
目に気持ちよく食していたことを記憶しています。
そんな時代もありましたが、大人になると味覚が変
わるのか、今ではなんとかいちじくを食することに
抵抗を感じなくなりました。店頭にいちじくが並ん
でいるとその時代を時々懐かしく感じることがあり
ます。
そのような川西の町で成長し高校は兵庫県立川西
明峰高校に進学しました。何故川西明峰高校へ進学
したかと申しますと、実家から徒歩8分の至近距離
にあったのが一番の理由で、当時NHKの朝の連続
ドラマを終了まで視聴することも出来て大変良かっ
たです。しかし何故かいつも、学校の登校は遅刻寸
前だったため担任の教師からよく注意されていたこ
とを記憶しています。
また、母校の6年上の先輩にはヤクルトスワロー
ズで捕手・監督として大活躍された古田敦也さんが
います。私も、高校入学時古田先輩が在籍された野
球部に入部しようと思いましたが、当時の出身中学
の先輩から、他の部活へ強引なお誘いがあったた
め、敢え無く断念するに至りました。今思えばあの
時野球部に入部していれば、古田先輩との距離はも
う少し近かったのではと思っています。(ひょっと
したらパートナーである中井美穂さんともお会いす
ることが出来たかもと思うと少し残念です。)
その後大学へ進学し卒業と同時に平成6年に日本
生命に入社をしました。入社の切っ掛けは実家に毎
月、保険料の集金に弊社の女性職員が訪問してきて
おり、いつも母親と世間話をして帰って行くのを見
て、母親に保険ってどう言うものなのかを質問した
事から始まります。その質問から保険と言う商品に
興味を持ち、就職活動時に大学の先輩のお誘いも
あり現在に至る事となりました。入社から平成28
年まで関西地区(大阪市、東大阪市、姫路市、豊岡
市、奈良市、堺市)中心に勤務してきており、平成
29年から令和2年3月まで埼玉県熊谷市で勤務、今
年度4月より君津市での勤務となりました。まだま
だ関東エリアでの勤務経験が少なく、皆様方にご指
導頂く場面が多数あると思われます。また、今回こ
のコロナ禍の影響で入社以来体験したことがない
勤務体制でこの6月まで営業活動を行っておりまし
た。しかし、7月より平常の勤務体制となり、従来
の訪問営業の取組に加え、デジタル活用による新し
い営業活動を展開しております。現在君津営業部
には100名のメンバーがいます。私を含めそのメン

バーでお客様の保障を迅速に行うとともに地域に根
差し、地域経済に貢献して参りたいと思っておりま
す。
また、今熱中しているものは特にはございません
が、ご縁があってこの町に転勤して参りましたの
で、この地域で食べ歩きや皆様方と懇親しながら、
地理や地域の歴史を学ぶ機会が作れたら良いのでは
ないかと思っております。
本日は、このような機会を与えて頂きありがとう
ございました。ロータリークラブに入会し、まだ1
カ月ほどですが、会員の皆様から色々な話を伺うこ
とが出来て、私の人生の幅を広げることが出来て良
かったと思っております。今後もロータリー活動を
通じて、様々な業種の方々と活動を共にし、親睦を
深めながら奉仕理念に基づき、人間の幅を広げて参
りたいと思います。不安や不慣れもあり、皆様方
にはご迷惑をお掛けする場面もあるかもしれません
が、一生懸命頑張って参りますのでご指導、宜しく
お願い申し上げます。

阿部

輝彦会員

鈴木荘一会員のご紹介で、
7月より伝統ある君津ロータ
リークラブに入会させていた
だきました阿部輝彦です。宜
しくお願い致します。
東京で生まれ育った79歳。
後1ヶ月後には80歳、傘寿を迎
えます。
国立にある桐朋学園高校か
ら慶応大学に進学、学生時代からもっぱら体育会
フェンシング部で青春を謳歌しました。4年生時、
全日本大学対抗選手権で優勝したのはいい思い出で
す。
元来、演劇・映画好きの私はその後、創立まもな
い東京12チャンネルに入社、主にスポンサー担当
として営業一筋。役員になってからは、編成、制作
事業、ネットワークアナウンス室等、多岐にわたっ
て経験、最後はナンバー2の専務取締役として経営
全般を拳握、リーマンショックを必死に乗り越えた
数々の出来事は、今でも忘れることは出来ません。
64歳で退任後、縁あって帝京大学文学部で教授
として「テレビ文化論」等90分1コマを週3コマ、
学生に教えることになりました。人に教えることの
難しさ、大切さは貴重な体験として私の数少ない財
産となりました。既に移住を決めていた沖縄から毎
週飛行機での通勤が懐かしく思い出されます。
71歳で退任。東京の友人の強い勧めがあって 上

京、72歳での起業は仲間からの驚嘆の目でみられ
ました。テレビ関連のビジネスは順調でしたが、物
販は素人。苦戦の連続で“しくじり先生”でした。
現在はメディア関連のコンサルタントとして、3
人の社員とともに細々と経営。近々事務所も麻布十
番から君津に移すべく準備に入りました。コロナ禍
で全方位見直す時期と判断、中味の濃いスモール化
を目指してこの君津で頑張る所存です。メディア全
般・マーケティング関連でお困りの方がいらっしゃ
ればお気軽にご相談下さい。つちかってきた人脈・
引き出しを駆使し、お役に立てればと念じていま
す。
1999年4月、東京南ロータリークラブに再入会、
この6月で退会、君津ロータリークラブにお世話に
なることになりました。1年前に次女のいる君津市
に転居。私は麻布十番から家内は沖縄から、7年ぶ
りに同じ屋根の下で生活することになりました。近
くに住む孫3人との日々は幸せいっぱいです。
歩いて5分のロータリークラブの例会は理想が現
実になり月曜日が待ち遠しいです。この豊かな自
然・恵まれた食材の数々は、いやがうえにも心を癒
してくれます。この地でのマイクロツーリズムに向
かって皆様と共に一歩一歩前進し、誇れる君津市民
としてアイデアをしぼり、汗をかく所存です。宜し
くご指導、ご協力の程お願い致します。

川村

優子会員

7月より入会する事になりま
した。(株)マルコン警備保障の
川村優子です。宜しくお願い
します。
母親である近藤洋子が平成
28年より入会しておりました
が、目の手術で欠席が続いて
まして、そろそろ世代交代の
時期ではないか、との後押し
もあり入会させて頂きました。
初めは、木更津市金田で水産業、潮干狩場の海の
家、釣り船等を営んでおりました。弊社は平成5年
に設立し、今年で27年目を迎えます。私自身も両
親と一緒に長靴を履き、アサリのパック詰めや海の
家の手伝いをしていました。現在の(株)マルコン警
備保障のマルコンの由来も、マルコン水産の近藤の
近に〇と水産業らしい 近 から名付けました。しか
し、アクアライン建築工事が着工することになり、
両親は大規模な橋脚が出来れば潮の流れが変わり、
海産物が採れなくなりこのままでは生活して行けな
い、またアクアライン建設工事が着工すれば、大型

ダンプや重機が金田の田舎道を通過する。そうなれ
ば道路工事も必要ではないか、危険が伴うのでは、
と考え警備会社を設立したそうです。今考えても…
なぜに？と思いますし…海の仕事しかしていない両
親が警備会社を立ち上げたことは、ものすごい決断
だったなと思います。
当初は警備員約3名からスタートしまして、現在
170名の警備員が在籍しております。警備の形も少
しずつ変わってきまして、以前は交通誘導警備のみ
でしたが現在は交通誘導、施設警備、イベント警
備、構内では火気監視員、安全監視員をご提供して
おります。また、アルソックと提携を組んでおりま
すので、ホームセキュリティーや機械警備もご提供
しております。
お客様により良い警備をご提案出来るようにいろ
んなことに挑戦し、アクアラインマラソン警備、ラ
グビーワールドカップ熊谷ラグビー場での出入管
理、G20ではつくば国際会議場での出入管理、手荷
物検査を行いました。
また、今年は東京オリンピック延期となりました
が、弊社は幕張メッセの担当をすることになってお
りまして、2年前からオリンピック講習会に参加し
ました。一番参考になったなと思う講習はお台場会
場の最先端の技術を取り入れた顔認証システムや出
入り口の金属探知機や車両に不審物はないか地面に
カメラを設置し車両を走らせることを実践的に行っ
たことです。
これからもお客様のニーズに沿う警備が、ご提案
出来るように日々学び、地域に貢献したいと思って
おります。そして今回、君津ロータリークラブに入
会して皆様よりご指導頂きながら、刺激を頂きなが
ら、楽しくロータリー活動を行いたいと思っており
ますので宜しくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎

福田

順也

窪田

謙

谷口 弘志

窪田ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございます。ご苦労な立場です
が、地区、グループのためにご指
導、ご鞭撻をお願い致します。
窪田ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございました。次回、8月3日、8
月24日と続けてのご来訪、宜しくお
願い致します。
皆様、こんにちは。本年度1年間宜
しくお願い致します。荒井会長、福
田幹事、頑張って行きましょう!
窪田ガバナー補佐、君津RCへのご
来訪ありがとうございます。今後の
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ご指導、宜しくお願い致します。
梅雨の天気が続いておりますが、昨
日、今日は晴れ間もあり、少し気持
ちも晴れる気がします。しかし間近
に猛暑日が近づいており、熱中症予
防に努めて参りたいと思います。
新聞に掲載されている君津市の2番
目の感染者にならない様に日々気を
付けていますが、こればかりは神の
みぞ知るのでしょうか?
窪田ガバナー補佐、本日はありがと
うございました。本日で3回目の出
席となります。宜しくお願いしま
す。
窪田ガバナー補佐、本日はありがと
うございました。新入会員の皆様、
宜しくお願いします。
コロナ感染者増加の傾向ですが、こ
のロータリーに関係する会社の皆さ
んを含め、感染しないことを祈って
います!
第5グループガバナー補佐、富津シ
ティRC窪田様、ようこそ君津RC
へ。梶山さん、川村さん、阿部さ
ん、これからもどうぞ宜しくお願い
します。地域のため、世界平和のた
め、共にロータリー活動を頑張って
参りましょう!
窪田ガバナー補佐、ようこそ君津
RCへ。1年間どうぞ宜しくお願い致
します。本日、自己紹介をされた新
入会員の皆様、楽しく君津RCを盛
り上げて参りましょう。
窪田ガバナー補佐、本日はありがと
うございます。
4月〜6月まで出張しませんでした
が、先週、久しぶりに北九州に出張
してきました。空港、フライトはま
だ閑散として、機内ではパックのお
茶が配られました。宿泊ホテルの朝
食は、ビュッフェ・バイキング形式
がなくなり、和食か洋食のセットメ
ニューでした。感染症対策がいろい
ろな面で実行されています。
昨日、すごく大きな亀がコンクリー
トの上を歩いているのを発見。女房
と2人で大騒ぎで近くの池まで車で
行って放しました。何だか少し楽し
かったです。
本日、席替え抽選に当たり、ありが
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とうございました。これからも活動
頑張ります。
暑さもだんだん強くなってきまし
た。皆様!!コロナや熱中症等にご自
愛下さい。
シュガーランプの岡野です。職業分
類は居酒屋ですが、今度からは夜の
街関連の接待を伴うお店にして頂き
たく要請したいと思います。
新入会員の梶山さん、阿部さん、川
村さん、こらから宜しくお願いしま
す。
窪田ガバナー補佐、来訪ありがとう
ございました。ご指導、宜しくお願
いします。
窪田ガバナー補佐、来訪ありがとう
ございます。梶山様、阿部様、川村
様、自己紹介ありがとうございまし
た!
いつになったら梅雨が明けるので
しょうか？コロナ影響で仕事量が大
幅に減、更に、雨及び強風継続で
仕事が出来ず惨憺たる状況です。7
月になってから雨や強風のあった時
間は、実に80%を超えています。今
朝のニュースでは、連休中には梅雨
明けと報道されていましたが、天気
予報が外れての早期梅雨明けを切望
しています。忘れてならないのが、
コロナ対策ですね。ひたひたと忍び
寄っているような感じもあり怖いで
すね。
窪田ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございます。課題が多そうです
が、ご指導宜しくお願い致します。
暑くなってきました。熱中症に気を
つけましょう。
窪田ガバナー補佐、来訪ありがとう
ございます。今年1年、宜しくお願
いします。
皆さん、こんにちは。四つのテスト
の唱和をさせて頂きました。緊張し
ました。
ようやく梅雨明けとなりそうで、熱
い短い夏を楽しめるようにして行き
たいです。
まだ、梅雨明けは先の様ですが、だ
んだん暑さにマスクが耐えられなく
なってきました。その上、集うとど
うしても話したくなり、なかなか三
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密回避の夏の会合は難しいですね。
まじめにガイドラインを守ると会合
等できなくなるのでは?
窪田ガバナー補佐、本日のご来訪あ
りがとうございます。
窪田ガバナー補佐、本日はご来訪あ
りがとうございます。いよいよ本格
的に荒井会長、窪田ガバナー、漆原
ガバナーの新年度がスタートしまし
たネ!これからも宜しく!先週は、慰
労会ありがとうございました。
窪田ガバナー補佐、今日は貴重なお
話ありがとうございました。梶山会
員、阿部会員、川村会員、自己紹介
ありがとうございました。これから
も宜しくお願い致します。
窪田ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございました。今日は、良い天気
になりましたね。現場作業がはかど
らないので、早く梅雨明けして欲し
いです!
ついに通風になってしまいました。
しばらくビールを止めなくてはいけ
ないですねぇ。ショックです。
約1ヶ月ぶりに例会に出席させて頂
きます。皆様のお顔を拝見し、休ん
でいたのは健康上の理由ではありま
せんが、健康である事のありがたみ
を感じます。感染者数の増加に惑わ
されず、生活して行きましょう。
急に暑さが増してきました。熱中症
に十分注意しましょう。
18日の当神社のお祭に際し、皆様方
よりご奉賛を賜わりありがとうござ
いました。おかげ様で無事に納める
事ができました。※小関さんナイス
フォローありがとうございました。
あっと言う間に7月の最後になって
しまいました。やっと晴れ間も見え
始め、梅雨も終わりが見えてきたの
かと、少し安心しました。しかし、
新型コロナが無くなった訳ではな
く、一生付きまとう事なので色々な
情報や助け合いながら新時代を生き
抜いて行きましょう。
クラブ活動計画書を頂きました。あ
りがとうございます。窪田ガバナー
補佐、来訪ありがとうございまし
た。

武田富士子

先週の夜間例会はありがとうござい
ました。楽しいひと時でした。記念
品で頂いた、君津RC週報1年分を読
み返してみました。とても楽しく読
ませて貰いました。「あ〜あんな事
もあったな〜」と思いました。皆様
も、君津RCホームページで読めま
す。実行してみて下さい。

