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開 始 点 鐘 荒井潤一郎会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
四 つのテスト 梶山 健次会員
【 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

2名 70.91 ％
（敬称略）

会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
今月のRI月間は、米山月間と経済と地域社会の
発展月間になっています。地域社会の発展に奉仕す
るには、会員企業がしっかりとした経営をしている
ことが前提でないと奉仕などできないと思います。
そんなしっかりとした企業が集まっているのも、君
津ロータリークラブです。その仲間と一緒にロータ
リー活動をする中で、大切な一つとして例会への出
席です。
ロータリーは、月に数回の例会を開きます。そし
て会員は出席規定により、例会に出席すべきと定め
られています。しかし、この規定は義務規定ではあ
りません。例会出席は、会員資格を有する者(会員)
なら当然行使すべき権利(特権)である、と考えるべ
きだそうです。私は入会して7年目になりますが、
他クラブとの交流、地区の会合などの参加、色々な
方々との出逢い、また副幹事、幹事などを経験させ
て頂くうちに少しずつですが、例会の意義や魅力を
理解できるようになりました。
これからも例会に出席し、クラブの奉仕活動・会
合に参加して、みんなでロータリークラブの会員と
して特権を行使し、ロータリーライフを充実させ、
会員企業の経営基盤を強靭なものにしながら、地域
社会の発展の「機会の扉を開き」、地域社会や周り
のみんなが良くなることに貢献したいと考えていま
す。
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１．10月11日(日)に第1回青少年交換オリエンテー
ションが開催され、青少年奉仕委員会より内藤
委員長、秋元政寛副委員長が出席されました。
お疲れ様でした。
幹

事

報

告
福田

順也幹事

〈配布物〉
１．ロータリーの友(10月号)
２．クオカード
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
〈富津中央RC〉
日時：10月29日(木)
内容：通常例会を夜間例会に変更する
定款第7条第1節Ｃ項による
２．10月17日(土)地区三委員会合同セミナーが開催さ
れます。
場所：TKPガーデンシティ千葉
受付：13時
点鐘：13時30分(15時45分閉会予定)
出席：公共イメージ向上委員会 大浦委員長
宜しくお願いします。
３．本日より米山梅吉記念館賛助会の会費を集金して
います。会費は3,000円です。賛助会へお申し込み
の方は、事務局 髙島までお願いします。
４．毎年10月に行われる明治神宮の清掃奉仕ですが、
今回はコロナ禍であるためご案内はしませんとの
連絡が、東京神宮ロータリークラブよりありました
のでご報告致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．ガバナーノミニー・デグジネートの公表
４．君津市国際交流協会の会報
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公共イメージ向上委員会
ロータリーの友10月号紹介
黒岩

靖之会員

１．今月は米山月間ですので、米山奨学会に関する
記事が掲載されています。
横書き14P〜15P
米山親善大使の活用が記載されています。よ
ねやま親善大使制度は2012年に創設され、日
本全国の地区やクラブ、国内外の各種会合に出
向き、米山記念少額事業をPR及びスピーチを
しており好評を博しているそうです。現役の奨
学生とは違った卓話が聞けると思います。
縦書き23P
当2790地区米山記念奨学委員会が行った、
第1回米山奨学生研修会の記事が掲載されてい
ます。(当クラブ鈴木会員の投稿です。)
２．横書き7P〜11P(各地から思いをつなぐ)
今年7月に熊本県南部を襲った豪雨災害に際
し、各地のロータリークラブの災害復旧支援
活動が紹介されています。今回の災害ではコロ
ナ禍だったので、県外からのボランティアの受
け入れが厳しく、県内のボランティアだけでは
圧倒的に人的支援が不足し、1か月を経過して
も街の至る所でごみが山積みのままで、作業も
進まなかったそうです。今日10月12日は、昨
年長野県周辺に甚大な被害が出た台風19号か
ら1年です。毎年日本全国のどこかで災害が起
こっていますので、改めて自然災害の恐ろしさ
とともに、我々も何か支援ができないかと考え
させられます。
３．縦書き4P〜8P(地域とともに歩む経営 (株)セ
コマ会長 丸谷智保さん）
(株)セコマは、1971年に北海道を主としたコ
ンビニエンスストア「セイコーマート」が始ま
りで、現在は「必要なものは、自分たちの手で
作り、自分たちの足で見つけ、自分たちの目で
確かめる」この考えのもと、生産から仕入れ 、
調達、製造、物流、小売まで、時代に応じて変
化し続け、独自の"サプライチェーン"を築いた
会社です。地域に密着し、ともに歩むために
は、大きく以下の4つを大事にしているそうで
す。
①地域の人たちとよく話し合うこと
②地域おこしにとどまらず、地域の良いものは
残すこと
③募集・採用に際し、会社側が働き側のニーズ
に合わせることが必要(今でいう働き方改革)

④「危機管理」災害は起こるもの、災害にどう
備えるかも重要だが、被災後どのようにして
早くもとに戻すか、ということも大事。被害
は最小限に抑えること
私たちも地域で会社を経営し継続していくのに
大変ためになると思います。
４．縦書き18P〜19P(在籍55年に思う 明石東RC
多胡健吾さん)
入会して55年が経過し、その間ロータリー
のありようがずいぶん変わったことを書かれて
います。ロータリーの本質は、例会に出席し親
睦を深め自己研鑽しながら奉仕するものが、寄
付、例会出席・例会数の緩和、会員増強(1業種
5人、会員身分の緩和)、組織集約などが変わっ
てきていることに対し、今後のロータリークラ
ブはどうなっていくのか問いかけておられま
す。
５．横書き36P(お知らせ)
・2020年7月末地区内クラブ数・会員数一覧表
で2019年7月末会員数との差が、▼2,583人
となっている。また、9月号に9クラブがRI
を脱退しています。(RI脱退とはクラブ解散
のこと)
・過去5年間のクラブ数・会員数の推移

このクラブ数・会員数の減少は、会員の高齢
化、コロナ禍での経済不況が大きな要因だと思
いますが、縦組み「在籍55年に思う」の投稿に
もありますように、ロータリーの本質が変わっ
たことも一つの要因ではないかと数字を見て感
じます。
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
先週、30年目の記念日のお花を頂き
ました。ありがとうございました。
福田 順也
本日は例会終了後、草取り作業とな
ります。宜しくお願い致します。
谷口 弘志
先々週からノーベル賞の各分野の発
表がありましたが、残念ながら日本
人の受賞はありませんでした。来年
に期待したいものです。
岡野
祐
中学2年生になる娘ですが、運動神
経が悪いくせにテニス部に入りまし
た。おかげで休みの日はテニスの練
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習に付き合わされています。とって
も嬉しいです。
来週は何年ぶりかで一週間お休みを
頂きます。例会も欠席です。病院に
もおりませんので宜しくお願いしま
す。
かずさマジック、惨敗で残念です。
地域のためにもっと頑張って欲しい
ものです。本日は花壇の草取り頑張
ります。
久しぶりに、まったく似合わない作
業服を着ました。その分しっかり作
業したいと思います。
例会後の草取り頑張ります。黒岩さ
ん、ロータリーの友の紹介ありがと
うございました。
今朝、散歩中に小糸川の中州にかる
がも親子が20羽近く泳いでいまし
た。遠くの三船山の方から鐘の音が
聞こえ、君津って良いなと思いまし
た。
今回の台風は完全に裏をかかれてし
まい、ゴルフを直前に中止決定に
し、万全を期したのですが･･･この
前の土日は新しいパソコンに切り替
え。この土曜日はスマホの機種変
更。両方とも、業者にサポートして
貰ったのですが、特にスマホの方は
ラインの乗り換えやアプリの再登録
など疲れますね〜こういう疲れは高
齢者になったせいか？娘たちがサク
サクとやっているのがうらやましい
です。
久々の参加となります。9月は誕生
日祝い、ありがとうございました。
本日、宜しくお願いします。
昨日、10月11日に誕生日を迎えまし
た。一年間、色々変化に富んだ年で
したが、無事健康だったのが何より
でした。台風も大きな被害が出ずに
自宅待機で過ごせたことも何よりで
した。
本日は駅前花壇の草抜き、頑張りま
しょう。
台風14号、様々な対策をしておりま
したが、とりこし苦労になりよかっ
たです。
GoToEatが千葉県でも始まります。
弊社でも全店でご利用できます。
GoToEATが飲食店の景気を持ち直
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してくれればと思います。現在「た
こやき屋」の開業を画策中です〜。
頑張って行きますー。
週末の台風は大きな被害もなく助か
りました。
今日は草取り頑張ります。
皆様こんにちは！！本日の草取り作
業、宜しくお願い致します。
草取り、欠席させて頂きます。
少し過ごしやすくなってきました
ね。これからも地域と世界平和のた
めにともに頑張りましょう！
社会奉仕委員の内山です。スーツ姿
を見た村上委員長に睨まれました
が、安心して下さい。着替えて草抜
きに参加します。
台風14号が上陸せずに済んで良かっ
たですが、影響はまだまだ続いてい
るので気を付けて行きましょう。本
日の駅前ロータリーの除草の協力あ
りがとうございます。
昨日、君津市内のコンビニの駐車場
で財布を拾いました。すぐにレジの
スタッフに渡しましたが、無事に持
ち主に戻っていれば嬉しく思いま
す。
台風がそれて良かったですね。今年
は、これで台風は終わりにして欲し
いですね。
台風がこなくて良かったです。皆さ
んの行いが良いからですネ。
本日の奉仕作業、前回の分まで頑張
ります。
台風14号、当地域では大きな被害も
なく良かったですね。9月から10月
始めは雨と強風の日が多く、弊社と
しては散々な状況だったため、台風
一過の秋晴れを期待していましたが
そうも行かないのが困ったもので
す。先週、一時停止していた製鉄所
の2高炉を11月下旬に再稼働すると
プレスリリースされ、少し明るさが
見えてきたように感じてます。なん
となく世間に漂っているあきらめに
似たような停滞感と将来への不安感
が早く払拭され、明るさが漂うこと
を期待しています。
先週、君津地区第2高炉の11月下旬
バンキング解除が、ようやくプレ
スリリースされました。2021年に
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は、各品種の生産量がV時型とは言
わないまでも、速やかに回復するこ
とを願うところです。ただ自動車関
連分野以外の経済活動には、未だに
力強さが無いようです。
GoToトラベルをそろそろ申し込も
うと思った矢先に制限とは！！何事
も乗り遅れないようにしないといけ
ませんね。
本日、駅前の奉仕活動に参加できず
申し訳ございません。本日より本部
監査が入っておりその対応をせざる
を得ない状況です。
GoToEatのクーポンをスマホで購入
しました。まだ加盟店は少なめです
が、行ったことのないお店もあるの
で、これを機に行ってみようかなと
思います。
本日の草むしり、気合を入れて頑張
ります。
草むしりをせず早退します。申し訳
ありません。

駅前花壇草取りの様子／ R2．10．12

