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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　先月、千葉県公安委員会主催の安全運転管理者等
講習会が、開催されました。通常、袖ヶ浦市民会館
で開催していましたが、コロナ禍で使用できず、君
津文化ホールで感染予防対策を取り、木更津・袖ヶ
浦・市原の安全管理者協議会合同の開催で開講しま
した。
　自分は、木更津安管協の副会長を仰せつかってい
ますので開会の言葉を述べた後、木更津警察の阿部
署長と懇談をしたのですが、コロナ禍でどのような
犯罪が多いかと尋ねたところ、飲酒運転が未だに減
らないことを危惧していました。その飲酒運転も、
早朝が増えているそうです。信号待ちでそのまま寝
込んでしまっていて、職質をし、血中アルコール濃
度を測定したら0.15以上で酒気帯び、0.25以上で飲
酒運転になる基準をはるかに超える0.8以上のアル
コール濃度が検出され、悪質になっているそうで
す。自分は、14年前の8月に福岡・市職員の飲酒運
転で3児死亡・お父さん、お母さんは無事だった事
故以来、飲酒運転はしていません。社内は勿論、知
人友人等と一緒に飲食をした席でも、自分だけでは
なく飲酒運転はしてはいけないと、周りにも気を配
るように心がけています。これも一つの地域・社会
貢献かなと思っています。
　一人一人が想いを持って、みんなで飲酒運転撲滅
の扉を開いて、悲惨な事故を少しでも減らせたら良

いと思っています。

報　　告
１．9月12日(土)地区ロータリー財団セミナーが開
　　催されました。当クラブより宮嵜ロータリー財
　　団委員長が出席されました。お疲れ様でした。

２．9月17日(木)に、周西南中学校区学校運営協議
　　会が開催されました。当クラブより岡野会員が
　　出席されました。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員卓話資料
３．委員会報告資料(コミュニティスクールについて)
４．ロータリー100周年特殊切手

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　　〈富津中央RC〉
　　①日時：10月1日(木)
　　　内容：夜間月見例会を通常例会に変更
　　　理由：定款第7条第1節(c)による
　　②日時：10月22日(木)
　　　内容：地区大会延期のため通常例会実施
　　③日時：10月29日(木)
　　　内容：情報研修会人数制限のため通常例会実施
　　〈袖ヶ浦RC〉
　　①内容：10月より例会場変更
　　　新例会場：レストラン菜心味　のぞみ野店
　　②日時：10月26日(月)休会
　　　理由：定款第7条第1節d項による

２．本日、理事会を開催しましたので、10月5　　
　日(月)の理事会はありません。理事・役員　　
　の方はお間違いないようお願い致します。



〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．日台ロータリー親善会議福岡大会開催中止の報告
４．ハイライトよねやまVol.246
５．風の便りVol.6

委員会報告
ロータリー財団セミナーについて

宮嵜　　慎会員

１．日時：令和2年9月12日
２．会場：TKPガーデンシティ千葉
３．出席者：宮嵜　慎

　今年度、ロータリー財団委員長を仰せつかってお
ります宮嵜です。「RI2790地区2020～21年度ロー
タリー財団セミナー」が開催され、出席して参りま
した。コロナ禍ということもありZoomでの参加者
も見受けられました。プログラムの中では冒頭の漆
原ガバナーの挨拶の後、櫻木R財団委員長の今年度
のロータリー財団委員会の方針について、また今年
度、地区補助金の中のコロナ対策事業の特別補助金
の変更点(次年度は行わない予定)の説明でセミナー
が始まりました。
　ロータリー財団への寄付・地区補助金・グローバ
ル補助金・奨学生奨学金・ポリオプラスとロータ
リーカード・平和フェローシップについての6項目
が各委員長・副委員長・委員によって説明されまし
た。内容は概ね2月に行われたR財団補助金管理セ
ミナーと同じでした。特に強調されていた点として
はロータリー財団への寄付と当クラブでも導入した
ポリオ根絶のための間接的な支援にもなる「ロー
タリーカード」の積極的利用の2点でした。特に年
次基金寄付については、当クラブが所属する2790
地区は関東近隣10地区中、数年にわたり最下位と
なっており、これを打開するには会員一人あたりプ
ラス10ドルの上乗せが必要な状態です。順位の問
題ではありませんが、寄付は我々が属する「ロータ
リー」の活動に使われる資金です。ロータリーの基
本理念実現のためにも、皆様方の積極的なご協力を
お願い致します。
　新たな役割を果たすことによってロータリーをよ
り深く理解しながら今後とも活動して参りたいと思
います。「寄付は第2の奉仕」です。引き続き会員
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

周西南中学校区学校運営協議会について
岡野　　祐会員

　1月17日に周西中学校区学校運営協議会に出席し
てきました。ロータリークラブとして、平成30年
度より委員となっております。学校運営協議会制
度を導入した学校をコミュニティスクールと言いま
す。コミュニティスクールは、子供達・学校・地域
の中の循環を生み出す仕組みとして、社会総掛かり
での教育の実現に取り組んでいます。

　協議会委員構成
　　＊周西小学校、校長・教頭
　　＊周西南中学校、校長・教頭
　　＊各PTA会長
　　＊社会福祉協議会会長
　　＊青少年健全育成連絡協議会会長
　　＊児童委員
　　＊君津ロータリ―クラブ

　他、保護者や地域の状況に沿った様々な機関、団
体が委員として活躍しています。
　君津ロータリークラブでは、出前教室を軸として
キャリア教育等、地域の代表として様々な提案をし
ております。
　会員の皆様には色々ご負担をお掛けしますが、地
域貢献の一部としてご協力をお願い致します。

会員卓話
「企業と農業の関わり」

村上　　進会員

　皆様こんにちは！
今回このような機会を頂きま
してありがとうございます。
　まず、簡単に会社の概要説
明をさせて頂きます。株式会
社徳山ビルサービス　関東支
店。本社が山口県周南市(旧徳
山)にあり、この関東支店は富
津市大堀に事務所がございま
す。徳山ビルサービスと言うくらいですから、ビル
メンテを行っている会社と皆様は想像されると思い
ますが、現在は全くしておりません。なぜ、ビル
サービスなのかと言うと創業当時は地元の百貨店
(近鉄松下)のビルメンテを行っておりました。ビル
メンテを行うとゴミが発生するので創業者の宮本新
郎が一般廃棄物の収集運搬に目を付けて徳山市収集
運搬許可第一号を取得しました。近鉄松下の廃棄物
を運搬するうちに他の飲食店からもお声掛けを頂き



廃棄物運搬の件数が徐々に増えて行きました。それ
から、廃棄物運搬が主な業務として会社を運営して
おりました。ある時期に役所から下水道の維持管
理をしませんかとお声掛けを頂き、高圧洗浄・バ
キューム車・調査を行うカメラ車を購入。下水道菅
の修繕も行う。同時に地元コンビナートの会社でプ
ラント内の定修工事や高圧洗浄工事を施工し始め
る。関東支店が君津地区でお仕事をさせて頂き始め
たのは東日本大震災の年(2011年)5月からです。
　さて本題に入ります。なぜ、農業をやり始めたか
と言うと廃棄物の取集運搬をする中で何かリサイク
ルが出来ないかと考え始めました。当時はびん、
缶、ペットボトル、廃プラのリサイクルをやり始め
る会社も多くありました。他社と違うリサイクルは
無いかと探していたところお客様の生ゴミを肥料に
して野菜を作って、またお客様に使って頂く目的で
始まりました。液肥プラントと農業は国の補助を活
用し設備投資を行いました。液肥にする生ゴミはプ
ラや割り箸が混入していたらダメなので、排出する
事業所が限られてきます。病院、給食センター、企
業の食堂、食品製造、その他。液肥は直ぐに土壌が
出来る訳ではなく時間が掛かり、液肥の臭いで近隣
住民から苦情もあり、近隣住民とのコミニケーショ
ンも大事でした。
　始めはジャガイモ、お米、人参から始まり、ジャ
ガイモは多く生産されており味も中々良いものが出
来ませんでした。しかし、お米はモチモチした食感
でかなり美味しく出来た覚えがあります。色々な
チャレンジを繰り返しながら現在は玉ねぎ、酒米の
山田錦、人参を生産しASIAGAPの承認、取得し有
機JASの認証も受けました。今、農業を通じて感じ
るのは自然に直結する生産の難しさ、食に関わる生
産のありがたみ、そして農業法人として生ゴミをリ
サイクルするだけで地域へ貢献するのではなく利益
を出して地域への貢献。この3つの要素のバランス
の取れた経営を目指して、これからも農業を通じて
地域住民と環境に貢献して行きたいと思います。
　ご静聴ありがとうございました。
　
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎　  新年度が始まり3ヵ月がたちます。

今後も不安定な時が続きますが、10
月以降もご協力をお願いします。

福田　順也　  村上会員、卓話ありがとうございま
した。

谷口　弘志　　村上会員、卓話ありがとうござい
ました。今週末からいよいよ都市対
抗南関東大会が始まります。捲土重
来、かずさマジックの東京ドーム出
場の代表権獲得を切に願っていま

す。
岡野　　祐　  本日、周西南中学校区学校運営協議

会について報告させて頂きました。
皆様、宜しくお願いします。

内山貴美子　  村上会員、玉ねぎをありがとうござ
いました。来年も宜しくお願いしま
す！

武田富士子　  9月の頭に風邪をひいてしまいまし
た。熱は出なかったのですが乾いた
咳が出て声患いとなり、隠しものに
ならずコロナ禍中、欠席させて頂い
ておりました。久しぶりの出席で
す。皆様に会え、とても楽しい気分
となりました。健康であることがと
ても嬉しいです。

永嶌　嘉嗣　  宮本さんが清く、正しいとは驚きま
した。

村上　　進　   皆様こんにちは！！今日は、卓話を
させて頂きました。ご清聴ありがと
うございました。

宮嵜　　慎　　村上さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

篠塚　知美　　村上会員！！素晴らしい卓話と美味
しそうな玉ねぎをありがとうござい
ます。月見サラダにして頂きます。

芝﨑　　均　　 村上さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

大森　俊介　　村上さん、本日は卓話ありがとうご
ざいました。

隈元　雅博　　村上会員、貴重なお話をありがとう
ございました。これからも地域と世
界平和のために共にロータリー活動
を頑張りましょう！

別府　明人　  村上会員、卓話ありがとうございま
した。

早見　秀一　　村上会員の卓話を聞き、弊社グルー
プの農業法人の在り方を見つめ直し
たいと思います。

梶山　健次　　村上会員、本日は卓話ありがとうご
ざいました。コロナ感染状況は落ち
着かない面がありますが引き続き気
を緩めず予防して行きたいと思いま
す。

阿部　輝彦　　小糸川沿いに咲く彼岸花が美しいで
す。ボランティアの方が毎年手入れ
をし、我々の目を楽しませてくれて
います。ありがたいことです。

遠田　祐治　　いよいよ、金曜から都市対抗野球南
関東大会です。ぜひ頑張って欲しい
です。



内山　雅博　  本日は10月転勤の内示日でしたが…
残留決定です！過去20人の支店長で
4番目の長期在任となります。皆様
引続き宜しくお願いします。

大住　昌弘　  先週の4連休は蓼科にGoToを使って
行きました。関東地区は早くから
天気が悪いとの予報だったので、
油断して9時過ぎに柏を出たら大渋
滞で、7時間以上かかって現地に到
着。現地はそこそこ好天に恵まれ、
素晴らしい山景色。ホテルの客も満
室で、2人連れより圧倒的にジジバ
バから孫までの3世代での旅行が大
半。会いたかったんですね～

鈴木　荘一　　 秋晴れの良い天気ですね！！
大森　敏隆　　朝昼の寒暖の差が出てきております

ので、体調管理をお気をつけ下さ
い！そろそろ経済効果のため、3密
を避けながら懇親会を進めて行く予
定です。

大浦　芳弘　 いよいよ秋を感じる季節になってき
ました。例年であれば食欲の秋、ス
ポーツの秋等々それぞれに楽しめる
季節ですが、日常を忘れて思いっき
り楽しもうとは、なかなかならない
ですね。市原市の工場内建設現場や
東京の食品工場での大規模クラス
ター等、職場での集団感染も出てい
ます。コロナは身近なものと捉え、
引き続き予防策の徹底が必要です
ね。皆様の会社でも徹底を忘れず
に！

小幡　　倖 今年は、秋が短く冬支度が早くなる
のでしょうか。公共イメージ向上委
員会 9月度の担当を無事に終えるこ
とが出来ました。感謝！！村上さん
玉ねぎありがとうございます。今晩
頂きます。

倉繁　　裕　　新型コロナが、国内では感染者が少
しずつ減少傾向ですが、欧州、例え
ばスペインでは、1日あたりの感染
者数が3月頃のピークを足元超えて
います。欧州発の世界救済減速に至
らぬことを願うところです。揺るぎ
ない感染予防対策の継続徹底が必要
でしょうか。

坂本　直樹　  9月30日まで、秋の全国交通安全運
動実施中です。運転の際には歩行
者、自転車に気をつけましょう。

秋元ゆかり　　皆さんこんにちは。大分涼しく、過

ごしやすくなりました。晴れた日
は、孫と散歩をすることに幸せを感
じています。

坂井佳代子　  皆さんこんにちは。秋晴れの良い天
気です。嬉しくなってしまいます。
先日孫娘よりお手紙を頂きました。
“おばあちゃんいつまでも元気でい
て下さい”って書かれていました。
保育園での敬老の日の行事の1コマ
でした(笑)


