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１．8月11日(火)に三木造園土木(株)のご協力のもと
社会奉仕委員会にて駅前花壇の花植えを実施し
て頂きました。また、夕方17時半より水撒き
を実施して頂いております。社会奉仕委員会の
皆様、暑い中毎日ありがとうございます。
２．国際ロータリー第2790地区漆原ガバナーより
委嘱状です。
RLI実行委員会 吉野和弘 会員
RLI実行委員会 鈴木荘一 会員

【 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
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前々回の修正

メークアップ

0名 71.42 ％
（敬称略）

君津RC会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
こんにちは。
本日はガバナー公式訪問で
す。コロナ禍ではあります
が、漆原ガバナーをはじめ、
地区役員の方々にご来訪頂き
ありがとうございます。
当初は、袖ケ浦ロータリー
クラブ様との合同開催でした
が、このような状況の中、開
催にあたり、決行、延期、中止等を検討し調整をし
た結果、従来通りには行えませんが感染予防対策を
取りながら、時間の調整、席の配置、遠隔地にて
のZoom配信等、試行錯誤を重ねての開催となりま
す。そんな中でも開催できる事に感謝し、有意義な
時間を共有できればと思っています。時間も短縮と
なっていますので、スムーズな進行にご協力をお願
いします。
本日は宜しくお願い致します。
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袖ケ浦RC会長挨拶
勝畑 元宏会長
当初の予定では、会場を君津のホテル千成にて、
漆原ガバナーをお迎えしての、袖ケ浦・君津RC合
同例会・クラブ協議会を盛大に開催する予定でし
た。
皆様、承知の通り新型コロナウイルスの感染拡
大により袖ケ浦RCの会員は、そちらの会場に入
れず、15キロメートル離れた袖ケ浦会場と、一
部の会員は会社、または自宅のパソコンの前での
ONLINE参加となりました。一部、不満の残る会
員もいると思いますが、国際ロータリーも推奨して
いるweb会議システムを使っての取り組みという点
で、今後の行動様式を考えるに当たり一歩前進と考
え、前向きに考えたいと思います。
本日の午前10時45分より君津会場にて漆原ガバ
ナーとの懇談会を行いました。参加者は漆原ガバ
ナー、窪田ガバナー補佐、袖ケ浦RCの会長・勝
畑、橋本幹事、荒木会長エレクト、若林次年度幹事
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にて、クラブの現状、抱える問題････クラブの将来
像、方向性について話し合いました。
袖ケ浦RCは現在27名(うち女性会員は4名)の小規
模なクラブですが、小さい事は奉仕活動等を行う上
で予算が少ない、人員が不足する等のマイナス面の
一方、仲間意識が強く団結しやすいといったプラス
面もあります。コロナ渦にあって、思うように物事
がはかどらない事も多いですが、袖ケ浦RC皆で知
恵を出し合い活動して行きたいと思います。
本日は漆原ガバナーに御来訪頂きました事、心よ
り感謝致します。

国際ロータリー第2790地区漆原摂子ガバナー卓話
漆原 摂子ガバナー
1．RI理事会今年度強調事項
①新型コロナパンデミック
に対する奉仕活動への取
り組み。
②会員維持に努める。
③オンラインミーティング
に馴染もう。
＊7つ目の重点分野「環境
の保全」(2021年7月1日よ
り実施)
2．国際ロータリーのテーマRotary Opens Opportunities
ロータリーは機会の扉を開く
＊厳しい状況下だからこそ、今までになかった
機会の扉にチャレンジ、ロータリーにおいて
は変革の時であり、未来に備えられるよう
に。
＊扉の向こうの様々な機会・チャンスを求めて
個人でもクラブ単位でも、そのような扉をど
んどん開いて行きましょう。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．漆原ガバナー卓話資料
３．2020-21年度活動計画書の訂正シール
４．2020-21会員名簿
５．ガバナー月信(2019-20年度Monthly Letter)
６．かずさFMより冊子「KaZuSa」
〈報 告〉
次週8月31日(月)の例会は休会です。お間違いない
ようお願い致します。なお、9月以降の例会開催に
つきましては、本日例会終了後に緊急理事会を開催
し、決定致します。会員の皆様には、改めてご連絡
しますので宜しくお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次回例会に
て回覧します

3．クナーク会長からの公式訪問でのメッセージ
(2020年1月発表）
①新しい革新的なクラブモデルを作りましょう。
②すべてのクラブは戦略計画を持ちましょう。
③新会員を慎重に選びましょう。
④10月の世界ポリオデーに合わせたイベントを。
4．地区活動方針
地区スローガン「クラブが主役となり、奉仕の
理念の実践を!」
RIの4つの行動計画「より大きなインパクトを
与える」「参加者の基盤を広げる」「参加者の
積極的なかかわりを促す」「適応力を高める」
5．不変の基本理念
ロータリーの目的 4つのテスト 5大奉仕部門
5つの中核的価値観(奉仕・親睦・高潔性・多様
性・リーダーシップ)
ロータリーのビジョン声明「私たちは、世界
で、地域社会で、そして自分自身の中で、持 続
可能なよい変化を生むために、人びとが手をと
りあって行動する世界を目指します。」
まずは自分自身を大切に、そしてあらゆる場面で役
立つような人間に。
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本日のガバナー公式訪問が開催でき
た事を皆様に感謝しています。
本日は君津RCガバナー公式訪問に
お越し頂きました皆様、誠にありが
とうございました。
漆原ガバナーをはじめとする地区の
役員の皆様、本日はお暑い中、また
コロナ禍で不安な中、ようこそ君津
RCへ！今、世界中で多くの人々が
不安な中、また困っている中、今日
のガバナー公式訪問でこれからの
ロータリー活動の参考にしてロータ
リー活動を頑張りたいと思います。
皆さん共に頑張りましょう！
漆原ガバナーをはじめ、地区役員の
皆様、本日はありがとうございまし
た。コロナに負けず頑張って行きま
す。
だいぶ久しぶりの参加となります。
ご無沙汰しております。まだまだ昔
のように活動しにくい状況でありま
すが、奉仕の精神を胸に頑張って行
きたいと思います。
ガバナー公式訪問ご苦労様です。
漆原ガバナーようこそ君津RCへ。
本日はご指導よろしくお願いしま
す。元奨学生、フーチン君(8/8)
ふっ君(8/10)と誕生日でした。ふた
りとも元気です。
本日は5年ぶりの訪問になります。
皆様との再会をとても嬉しく思いま
す。
本日漆原ガバナー公式訪問につき、
君津RCにようこそおいで下さいま
した。コロナ禍の大変な時ですが、
皆様にお会い出来、ガバナーの卓話
も聞く事が出来ました。ありがとう
ございます。また、リモートでの
参加となりました。袖ケ浦RCの皆
様、トラブルもありましたが勝畑会
長の声も届きました。次回は是非ご
一緒したいですね!!明日からの活動
源として活動して参りましょう。
本日は合同例会が開催できた事を嬉
しく思います。また、漆原摂子地区
ガバナー、ようこそ君津に来て下さ
いました。新たな時代を築く為、一
丸となり、ロータリアンとして切り
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開いて行きたいと思います。
漆原ガバナーをはじめ、皆様の本日
のご来訪ありがとうございました。
漆原ガバナーをはじめ、本日はご来
訪頂きありがとうございました。
漆原ガバナー様、本日はありがとう
ございました。暑い日が続きますが
コロナ禍に負けず健康に留意して行
きたいと思います。
漆原ガバナーをはじめ地区委員の皆
様、当クラブへのご来訪ありがとう
ございます。新型コロナ禍で制約が
大きい状況ですが、ロータリー活動
を頑張って行きます。
漆原ガバナー様、本日はご来訪あり
がとうございます。新型コロナも引
き続き感染防止対策をしっかり行っ
て参ります。
皆様、暑い中お疲れ様です。さすが
に今年はお盆の墓参りくらいはでき
るだろうと思っていましたが･･･堺
の母にお任せしました。9月末の大
学剣道部の同期会で京都鞍馬の川床
も楽しみにしていましたが中止。何
かもやもや･･･スカッとしたいです
ね。
本日はガバナー公式訪問、ありがと
うございました。コロナに負けない
よう、頑張りましょう!
コロナ禍の大変な時に感染予防対策
をし、ガバナー公式訪問を開催出来
て大変嬉しく思います。
漆原ガバナー様、梶原ガバナーエレ
クト様、窪田ガバナー補佐様、来訪
頂きありがとうございます。
国際ロータリー2790地区ガバナー
漆原摂子様、同副幹事長中村満様、
副幹事長久我守正様、幹事中村吉政
様、国際ロータリー2790地区ガバ
ナーエレクト梶原等様、国際ロータ
リー2790地区ガバナー補佐窪田謙
様、勝浦RCの役員の皆様、ご来訪
いただきありがとうございます!こ
れからも地域の為、世界平和の為、
ロータリー活動を頑張って参りま
す!
本日は2790地区漆原ガバナー様、
袖ケ浦RC勝畑会長様、はじめ関係
者の皆様、ご来訪ありがとうござい
ます。新型コロナウイルスによっ
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て、産業需給、会社、個人生活に至
るまで影響を受ける中、先般の日本
感染症学会では、既にピークアウト
しているとの認識もあり、感染防止
策を継続しながら、各分野における
回復を望むところです。
駅前花壇への水やり有志の方お疲れ
様です。参加出来なくて申し訳あり
ません。
2020〜2021年度ガバナー公式訪問
対応ご苦労様です。漆原ガバナー、
コロナ禍と猛暑の中、君津ロータ
リー訪問ありがとうございます。
久しぶりのスーツは暑いですね。皆
さんも熱中症にならないように注意
して下さい。
コロナ禍が続き今、第2波とも騒が
れており再度手洗い・うがいを徹底
したいと思います。
漆原ガバナー、梶原ガバナーエレク
ト、窪田ガバナー補佐及び地区役員
の皆様、本日はご来訪ありがとうご
ざいます。本日のご指導宜しくお願
い致します。
各人がご自愛頂いてコロナ禍、熱中
症をのりきりましょう。
毎日暑い日が続いております。水分
をしっかりとってもう少し頑張り
ましょう。秋はきっと!!もうすぐで
す。
今年の8月は例年にない暑さの中、
コロナ対策と暑さ対策の難しさを実
感した夏になりました。
ガバナー公式訪問に際し、ご来訪の
皆様君津RCにようこそ。漆原ガバ
ナー卓話ありがとうございました。
久しぶりの例会、手指の消毒とマス
ク着用でコロナ防止に努めて頑張り
ましょう!漆原ガバナー、袖ケ浦RC
の皆様ご来訪ありがとうございまし
た。

漆原ガバナー公式訪問（令和 2 年 8 月 24 日）
役員懇談会の様子
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