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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 坂本直樹会員
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会長挨拶及び報告

荒井潤一郎会長

ロータリアンの守るべき道(行動)をまとめたもの
があります。14項目ありますが、ゆっくり話しま
すので、自問自答してみてください。
①約束の時間は必ず守っているか。
②例会は会員間の親睦(フェローシップ)を深める
場であります。
なるべく出席を心がけているか。
また、メークアップのためだけでなく、積極的
に他クラブを訪問し、新しいロータリアンの友
達を増やしているか。
③例会場では、他クラブからのビジターやゲスト
の方々を親睦委員会だけに任せず、全員で暖か
く迎え、友愛に心がけているか。
④卓話中は私語をつつしみ、話している人の話に
耳を傾けているか。
⑤各種出欠の返事、アンケートの回答等には迅速
に答えているか。
⑥会費の支払いその他、守るべき期日は必ず守っ
ているか。
⑦服装は清潔にし、他の人々に不快の念を与えな
いように気を使っているか。
⑧ロータリーの会合には、ロータリーの襟章を付
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けているか。
⑨どこで会っても、ロータリアン同士は快く会釈
し親睦に努めているか。
⑩例会では、そのプログラムに工夫をしており、
新しいロータリー情報や感銘を受ける卓話が多
いと思います。できる限り最後まで在席し、楽
しんでいるか。
⑪良いこと、不幸なこと、何かにつけて仲間の会
員に真心で接し、喜び合い、慰め合い、助け合
っているか。
⑫分からない事は何でも会員に尋ねましょう。
尋ねられたら、誠意を持って応えていますか。
⑬「ロータリーの目的・四つのテスト・ロータリ
アンの行動規範」を実践することがロータリー
の基本原則であることを認識しているか。
⑭ロータリーの活動は、善意から始まります。
一人ひとり善意の奉仕を実践しているか。
この守るべき道は、家庭・職場・仲間の中でも私
たちが生きていくうえで、当たり前のように大切な
ことだと思います。
自分自身、人として、日々見つめ直せる「機会の
扉を開いて」良い人であれるように色々な努力をし
ていきたいと思います。

報
告
１．本日例会前11時50分より、臨時理事会が開催
されましたのでご報告致します。
①トイレトレーラー募金について
集まった寄付金を活用し、君津市が災害時など
に避難場所等で活躍するトイレトレーラーを購
入します。当クラブからも10万円を寄付し、
トイレトレーラー導入の支援をします。車体背
面に支援者や支援企業の名前が印字されます。
②コロナ禍で頑張っている玄々堂君津病院の医療
従事者の方々へ、励ましのメッセージを送りま
す。美和幼稚園の園児より寄せ書きのメッセー
ジにご協力いただき、寄せ書きとメッセージ付
きのペットボトルの水をプレゼントします。
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費用：10万円
内訳：水(ペットボトル)100円×630本分
(地域の特産品：久留里の名水)
寄せ書きの材料費
以上、承認されました。
２．2022年規定審議会のクラブ提出制定案承認の
件について第6回理事会にて承認されましたの
で回覧します。
内容：コロナ禍において、メークアップ期間の
前後2週間の縛りが無くなっているので
それは撤回せず、出席報告を廃止するこ
とに賛成する。
３．12月9日(水)第5グループ会長・幹事会が開催さ
れました。私と福田幹事が出席しました。
後程、幹事より報告をお願いします。
４．12月13日(日)ロータリー談義のつどいに岡野会
長エレクトが出席してきました。お疲れ様でし
た。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(12月号)
３．君津ロータリークラブ収支実績表(中間報告)

〈報 告〉
１．12月20日(日)地区奉仕セミナーが開催されます。
時間：受付)12時半～ 点鐘)13時 閉会)16時
場所：TKPガーデンシティ千葉
出席：奉仕プロジェクト委員会 岡野委員長
職業奉仕委員会 早見委員長
社会奉仕委員会 村上委員長
宜しくお願いします。
また、本日例会終了後、新理事会が開催されます。
総会にて承認されました理事の方は、新理事会に
ご出席下さいますようお願い致します。
２．12月9日(水)18時から19時まで、ホテル千成さんに
於いて、第2790地区第5グループ第3回会長・幹事
会議が開催されました。
会議の報告をさせていただきます。
まず、ホストクラブ、渡邊会長より挨拶、次に窪田

ガバナー補佐より挨拶、その後各クラブからの近
況報告がありました。
各クラブ、例年通りには、夜間例会、奉仕活動等、
思うように開催できず、それぞれ工夫をして開催
をしているようでした。
会議の議題としてはまず、窪田ガバナー補佐より
報告がありました。
１．次期ガバナー補佐について
当クラブの鈴木荘一会員と正式に報告があり
ました。
２．グループ編成について
現在は原案通りの編成との事でした。編成に
ついては、ガバナー事務所より納得のいく様
な説明をいただけるとの事でした。
３．令和元年度台風15、19号に対する義援金につ
いて回覧にてご確認願います。
次の議題は、
１．インターシティーミーティングについて
令和3年1月30日(土)点鐘14時半、かずさアカデ
ミアホールに於いて開催が決定いたしました。
各クラブ10名と、人数に制限があります。
会員の皆様、参加者の皆様には改めてご案内
をさせていただきます。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．2022年規定審議会クラブ提出制定案承認(郵便投
票)の件
４．令和元年度台風15、19号に対する義援金について

年次総会

荒井潤一郎会長

これより年次総会を開催致します。
まず、定款第7条第2節に基づき、現年度の収支
と支出を含む中間報告を会計の芝﨑会員より発表し
ます。

委員会報告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」紹介

＊現年度の収支と支出の中間報告について
会員の皆様よりご承認いただきました。
次に、クラブ細則第5条第１節に基づき、次年度の役
員及び理事の選出を行います。次年度の役員および理
事候補者を内山指名委員長より発表して頂きますので
お名前を呼ばれた方は前へお進み下さい。
次 期 会 長
次期会長エレクト
次 期 副 会 長
次期直前会長
次期研修リーダー
次 期 幹 事
次 期 会 計
次期S.A.A
次 期 副 幹 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事

岡 野 祐 会 員
武田富士子会員
遠 田 祐 治会 員
荒井潤一郎会員
廣 田 二 郎会 員
佐々木昭博会 員
内 山 雅 博会 員
宮嵜 慎 会 員
大川裕 士会 員
谷浩 二 会 員
村上 進 会 員
中 野 賢 二会 員
秋 元 政 寛会 員
坂 本 直 樹会 員

以上14名です。会員の皆様、拍手をもってご承認をお
願い致します。(全員一致で承認)
それでは、次期会長に就任されます、岡野さんより御
挨拶をお願い致します。

大川

裕士会員

RI会長メッセージ(横組みP3)
2020年は、人々の生活が大きく変化した年でした。新
型コロナウイルスの世界的流行が多くの人々に苦難を
もたらし、生活を変えてしまいました。それでも、ロー
タリーがいつもしているように、お互いに手を差し伸べ
合って、この試練をなんとか乗り越えようとしていま
す。大きな変化の力が、障害を取り除き、新しく繋がる
方法を見つけ出し、オンラインでのプロジェクトやバー
チャル形式の募金活動等、新しい様式の奉仕活動を積
極的に取り入れ、以前にも増してロータリーが強固に
なったことを証明する、2人の女性ロータリアンの話を紹
介しています。
世界のクラブの例会は今(横組みP7)
コロナ禍により多くのクラブで対面形式の会合が開
けなくなっている中、世界のロータリークラブはどの様
に活動しているのかと、イギリス、インド、ドイツ、アメ
リカ、ブラジルのロータリークラブの例会開催の仕方を
紹介しています。オンライン例会が主ですが、各国の新
型コロナ感染状況が違うなか、会員同士の親睦を図る
機会を作り出そうと模索している記事が紹介されていま
す。
12月は疾病予防と治療月間です。
初めての国際奉仕事業の楽しみ方(横組みP10.11)
クラブ創立20周年を機に、国際奉仕活動に着手した
厚木県央RCの活動報告です。きっかけは、知人のロー
タリアンからラオスで活動している看護師 赤尾和美さ
んについて話を聞いたことです。
そして、支援する決め手になった理由は3つあり、第1
に恒久的な支援ではなく期限が見えた奉仕活動である
こと。第2に寄付金を直接現地の病院に届けられ、全額
が子どもたちの為に使われること。第3に赤尾和美さん
の人柄と情熱と医療スタッフ全員がボランティアである
ことです。
１回目の訪問時に現地と日本の例会場をインターネッ
トで繋ぎ現地の現状を全会員で共有したこと、不足して
いる医療品、医薬品を理解し、支援物資を判断出来たこ
とがクラブ単独での支援成功に繋がったと思います。
そして実行するに当たり、7つのポイントを挙げていま
す。国際奉仕活動の1つの形であると思います。また、
期限が切られていることが、活動し易さに繋がっている
と思いました。

どうなる？クラブの今後(横組みP12～21)
新型コロナウイルス感染症の影響に関するアンケート
調査より②
11月号に引き続きのアンケート調査です。
4.会員数の増減について：2問
5.会員維持(退会防止)のための工夫について：4問
6.新型コロナ関連の奉仕活動について：2問
7.2020-2021年度のクラブ活動計画について：3問
8.クラブが今、抱える懸念事項について：1問
のアンケート調査があり、それぞれについて多くの回答
が寄せられています。
2790地区よりの回答を紹介します。
5-①会員維持(退会防止)のため、どの様な工夫が必要と
考えられますか？について
松戸西RCより「今年度は充電の年と捉え、無理に活
動をすることは控え、コロナ収束後にどういう奉仕活動
が可能か考える。」とありました。
5-④「クラブ細則を変えた」クラブへ。具体的にその内
容をお書きください。では、市原RCより「出席しやすさ
と負担軽減のため、例会数を月2回以上とした。」と回
答していますが、例会の回数を減らしたの解答に含まれ
ていますので、例会出席数を2回以上だと思われます。
同じく5-④で
松戸西RCより「会員に『正会員(食事無し)』を新設。基
本オンラインのみ参加の会員制度だが、ガバナー公式訪
問などの重要な行事には出席をお願いする。感染が不
安という会員の要望に応えるため。」とのことです。
6-②新型コロナ感染拡大防止のための奉仕活動を実施
した、今後行う予定のクラブへ。それはどの様な活動で
すか？には、千葉RCより「フードバンク千葉に寄付金と
食糧支援」と回答。
8.クラブが今、抱える懸念事項について、では「その
他」に千葉RCより「会員の増加に伴い、名前と顔が一
致しない会員が増えてきた」と回答していました。多く
のロータリークラブからの回答は今後のクラブ運営の参
考となると思いますので、ご一読ください。
ロータリーの未来を築く(横組みP54.55)
行動人のための行動人による大胆な計画が「行動計
画」つまり戦略的ロードマップです。とあります。P55
の下方に記載されていますアドレスにログインしてMy
Rotaryでご覧いただけます。
その中で、この新しい計画は時代の変化に即した、し
かし変えてはいけないこと、変わらないこと、それは親
睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ、つまりロー
タリーを定義する価値観に対するニーズを保って、ロー

タリーの更なる成長を促す為に作成され2019-2020ロー
タリー年度を通じて展開されています。私たちは世界
で、地域社会で、そして自分自身の中で接続可能な良い
変化を生むために人々が手を取り合って行動する世
界を目指しています。と謳っています。
行動計画四つの優先事項1から4についてはMy
Rotaryに詳細に記載にされていますのでご覧下さい。
横組みだけで終わってしまい、またよく噛み砕けず上
辺だけでの紹介になりましたことお詫び申し上げます。
他にもご紹介したい記事が多くあります12月号です。義
務としてご一読いただければ幸いです。ありがとうござ
いました。

クラブ協議会
上半期活動報告
S.A.A.

大森 俊介S.A.A

コロナ禍において、通常の
例会スタイルを変更しての実
施となっておりますが、会員
の皆さんのご協力により、ス
ムーズに例会の進行ができて
いると思います。
例会場の設営に関しても、
滞りなく実施できております
ので、後半も継続をしてまい
ります。
例会の司会は輪番とし、各々特色のある進め方が
できていると思います。
今後はコロナの状況を把握した上で、会長、幹事
と相談しながら会場設営、例会進行を行っていきた
いと思います。

クラブ管理運営委員会

谷口
弘志委員長
発表代理 遠田 祐治副委員長

「親睦、会員増強、公共イ
メージ向上の各委員会活動へ
の支援と協力、及び諸活動へ
の提言、提案を行う」ことを
当委員会の活動目標としてい
ましたが、残念ながら上期は
新型コロナウイルス禍の大き
な影響の為に、各委員会活動

への貢献を果たすことが出来ておりません。
下期は、この状況を反省すると共に何とか現況を
打開する為に、ウィズコロナの観点から各委員会に
対して少しでも支援できることを見出して行きたい
と考えます。
後半戦にご期待いただけるように頑張りたいと思
います。

親睦委員会

別府 明人委員長

新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、親睦委員会主
催の行事は残念ながら実施出
来ておりません。下期に付き
ましても感染状況を観察しな
がら実行可否を理事会等で確
認し、進めて参ります。
例会出席率については、7月
以降は70％台を中心に推移し
て参りましたが、食事を再開した11月度には3回連
続での80％台を達成。千成ホテルさんの美味しい
食事を食べたいという気持ちが、出席率向上に繋
がっていると思われます。大変有難いことです。
また、各種イベントがコロナウイルス感染対策で
実行見合わせとなる中、卓話の機会が増えておりま
す。会員各位、役員の皆様の積極的なご協力に感謝
致します。引き続き出来るだけ前広にご相談させて
頂きますのでご協力よろしくお願い致します。
委員会内ではLINEグループを作成しました。相
互連絡を活発化することで例会受付当番の助け合い
等、良い流れが出来ていると思います。
下期も引き続き親睦委員会へのご支援・ご指導と
ご協力をよろしくお願い致します。

会員増強委員会

7月1日に57名の会員でス
タートしたクラブですが、会
員数に変わりはございません
が、新しく入会された方が3名
居ます。7月6日に阿部輝彦会
員、川村優子会員、11月に石
川偉夫会員です。
阿部会員は、東京から君津
に来られ、我がクラブに入会

岡野 祐委員長

してくれました。
川村さんは、お母様である近藤さんの代替わりで
入会されました。その際に近藤さんには「君津ロー
タリーには良い人がいっぱいいるから娘を入会させ
たい」と言うお話を頂きました。
石川会員は、お父様である安房運輸の石川社長の
替わりで入会されました。その際に石川様には「君
津ロータリーには魅力的な人がいっぱい居る。会社
関係の人脈だけでなく色々な人と知り合いとなり話
をし、見識を広めるためにも入会させたい」とお話
を頂きました。
今回お2人からありがたい言葉を頂き、改めて君
津RCの偉大さを知り、自分自身もしっかり精進せ
ねばならぬと思った次第です。下半期もクラブのた
めに頑張っていきますので、皆様よろしくお願い致
します。

R情報委員会

隈元 雅博委員長

＜活動方針＞
新入会員へロータリーク
ラブオリエンテーションを
行う。その中で国際ロータ
リー、地区、君津ロータリー
クラブの理念、目的などを伝
えロータリアンとしての情
報、理念の共有を図る。
また、全ての会員へロータ
リー情報をタイムリーに伝えることにより、知識と
情報の共有を推進する。
＜活動計画＞
１．新入会員にオリエンテーションを行い、ロータ
リークラブの理念、目的、活動への理解を深め
て頂く。
２．会員増強委員会、クラブ会員とも連携し入会候
補者に働きかける。
３．地区大会・グループ情報研修会・グループIM
(インターシティミーティング)への参加を促進
する。
４．RLI(国際ロータリー)地区(千葉県)ロータリーの
情報を君津クラブの会員へ周知すると共に各種
プログラムを告知し積極的な参加を促進する。
＜活動報告＞
１．新入会員へ適時オリエンテーションを行いまし
た。
２．入会候補者への入会案内を行いました。
３．コロナの影響により自粛いたしました。

公共イメージ向上委員会

大浦 芳弘委員長

上半期は、活動方針とした「会員への情報伝達及
びロータリアンでない方々へロータリーの活動を伝
え、ロータリーのイメージを向上させる」ことを念
頭に取り組みました。
ただ、このコロナ禍で、クラブの活動そのものが
中止や簡素化されることになり、クラブ外への情報
発信という面では、成果を出すには至らずという結
果となりました。
一方、クラブ内における情報発信を主にした活動
では、委員毎に担当月を決め、ロータリーの友紹
介、週報掲載用の写真撮影、更には週報原稿の校正
に至るまでを計画通り推進することが出来ました。
これからの下半期の活動においては、上半期の活
動の停滞を取り戻す活動を実行しますと宣言したい
ところですが、コロナ禍の終息が見えない中では引
き続き難しい対応とならざるを得ないと考えていま
す。
下半期についても、コロナ禍でも出来る活動を模
索し実行していきたいと思います。

奉仕プロジェクト委員会

岡野 祐委員長

社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕の委
員会をサポートする事を活動方針としています。
コロナ禍のおかげで活動はままならなかったです
が、まず社会奉仕委員会の駅前花壇の水やり、草抜
き等サポートさせて頂きました。特に水やりは、猛
暑の中、村上委員長、内山副委員長のもと、委員の
方、会員の方のご協力により枯れかかっていた花が
夏の終わりと同時に花が咲いた時には、とても感動
しました。
国際と職業奉仕は、残念ながらお手伝い出来ませ
んでした。
青少年奉仕委員会は、15年ぶりの青少年交換留
学生プログラムですが、志学館高校の陶さんが見事
合格し、交換留学生の受け入れ先も翔凛高校に決ま
り、順調に進めてきましたが、残念ながら中止と
なりました。しかしながら、一連の流れは掴めたの
で、また機会がありましたら全面的に協力させて頂
きたいと思います。
以上、上半期報告とさせて頂きます。

社会奉仕委員会

村上 進委員長

周西中学校生徒による10月
の花植えは中止。
枝豆収穫祭、中止。
君津警察署、交通課による
卓話中止。
以上3つの企画は新型コロ
ナ感染対策に伴い中止しまし
た。
12月24日、愛児園クリスマ
ス会への支援は予定通り行います。
今後も新型コロナの状況を鑑みながら運営してい
きます。皆様、どうぞご協力の程宜しくお願い致し
ます。

国際奉仕委員会

鈴木 荘一委員長

＜上半期報告＞
①スリランカの浄水器設置に
ついては現地の新型コロナ
ウイルス感染拡大が収まら
ずにいる中連絡を取り合い
ながら進めていきます！
②毎年交流してます国際交流
協会については2月に卓話講
師を依頼してます。
③世界大会参加の募集についてはRIの理事会の結
果を待ち、活動していきます。
下半期も変わらぬご指導よろしくお願いします！

職業奉仕委員会

早見 秀一委員長

１．活動方針
今年度RI会長のホルガー・
クナーク氏は「四つのテスト
を信じ、奉仕活動がもたらす
持続可能なインパクトを、こ
の目で見る事が出来るのは、
他には無い機会である」と言
い、同2790地区の漆原摂子ガ
バナーは、「職業奉仕の基本
理念は、自己の職業や活動を通して社会に貢献する

事」と言っています。
つまり、自身のスキルや知識・人脈など持てるも
のを使い、効果が期待できるプロジェクトを企画・
実践する事と理解し、会員ご協力のもと活動して参
ります。
２．活動計画
今年度も引き続き、地元の小中学校生を対象に
「出前教室」を実施します。但し、感染症対策の観
点等にて、学校側との協議により、前年度までとは
違った新たな開催方法の検討も行う事とします。
よって、開催日程、開催校、講座数等は、その開
催方法も含め、柔軟な対応を図って参ります。従来
と違った方法を検討する中におきましては、講座を
受け持って頂く会員にも負担を掛けてしまう事もあ
ろうかと思いますが、今まで以上の協力をお願い致
します。
３．活動報告
12月に計画しておりました周西中学校1年生を対
象とした出前教室、ご担当の先生と協議を重ねて参
りました。コロナ禍でも当クラブとして実施の可能
性のある手法を複数案ご提示し、お受け頂く学校側
と実施する当クラブにおいてお互いどのようなリス
クがあるか、生徒を守り保護者にも賛同頂け、更に
は我々への影響も鑑み、結果、最終的には現在の感
染拡大状況を踏まえ中止のご決定をお受け致しまし
た。
1月に計画しておりました八重原中学校1年生を
対象とした出前教室も同様にご担当の先生と協議を
致しました。周西中学校の中止決定も参考に検討し
た結果、こちらも中止の決定を頂きました。
そして、2月に計画しております周西小学校6年
生を対象とした出前教室は、ご担当の先生が現在検
討して下さっています。先生は、我々の出前教室に
対し高い評価を頂き、なんとか実施したいと申して
おり今月下旬までの感染状況を見て今月中に回答を
頂ける事となっております。
もし、実施する事になった場合には、改めて参加
くださる会員企業を確認させて頂きながら、感染防
止対策など特別な対応について協議して参りたいと
思いますので、今まで以上のご協力ご指導のほど宜
しくお願い申し上げます。

青少年奉仕委員会

内藤 智介委員長

当委員会は内藤、副委員長
秋元会員、黒岩会員、中野会
員です。
青少年交換留学生では、秋
元会員を中心に、またライラ
セミナーについては黒岩会員
を中心に精力的に活動し非常
に見通しの明るい状況でした
が、新型コロナの影響で全て
中止となり、結果に繋げる事が出来ませんでした。
期待が大きかっただけに非常残念でした。
下半期は、何かしらの結果が出せる様に頑張りま
す。

ロータリー財団委員会

宮嵜 慎委員長

ロータリーの「奉仕の理
念」に基づき、各種奉仕プロ
ジェクトの実践を寄付を通じ
て財政的にサポートするのが
ロータリー財団の役割にと
なっておりますが、その中
で、今年度の寄付の数値目標
は、年次寄付が1人あたり150
ドル、ポリオプラスへの指定
寄付は1人当たり30ドルとなっております。
ロータリー財団委員会の活動について、少し申
し上げます。本年度につきましては、2月2日に
RI2790地区ロータリー財団補助金管理セミナー、9
月12日RI2790地区2020～21年度ロータリー財団セ
ミナーが開催され、地区補助金申請予定クラブは最
低1名の出席が義務のセミナーです。何故なら覚書
(MOU)を提出しないと補助金申請を受け付けて頂け
ないからです。
申請提出期間は3月1日から3月31日締切(当日消印
有効)となっており、大変時間的にも厳しいと感じ
ました。次年度予定者が予備知識も無く出席して
も、補助金申請の権利だけを得るセミナー出席と
なってしまいました。
2021－2022年度は現幹事、委員長、次年度幹事
予定者・委員長予定者で話し合いをもって、方針を
探った方が良いのではと思っています。
引き続きとなりますが、会員皆様のご協力をお願
い致します。

米山記念奨学会委員会

吉野 和弘委員長

＜活動報告＞
奨学生を招いて理解、親睦
をはかる。と計画させていた
だきました。
10月5日
柏東RCホスト、モンゴルか
らオノンさん、卓話テーマ、
「私と日本」。
11月9日
市原中央RCホスト、ベトナムからファムティ、
フォンさん卓話テーマ「ベトナムから日本への留
学」。順調に推移しております。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
年末にもかかわらず、今日は出席
率が良かったです。ありがとうご
ざいました。
福田 順也
次週、今年最後の例会となります。
通常例会となりますので、ご注意下
さい。「メインプログラム」楽しみ
にしていて下さい。
岡野
祐
皆様、次年度理事の承認ありがとう
ございます。クラブのため精一杯頑
張りますのでよろしくお願い致しま
す。
髙橋 雄一
今年もあと少し…。コロナに負けず
頑張りましょう!!誕生祝!!ありがとう
ございました。
倉繁
裕
先週、記念日のお花を送付頂き、あ
りがとうございました。年末年始、
結局、行動自粛になりそうですが、
"STAY HOME"で自宅用の花が売
れているそうです。食事も外食の機
会が大きく減って、TAKE OUTを
含めて自宅での食事が増えています
が、自宅での快適な過ごし方への
色々な見直しが進みそうです。
秋元 政寛
今回、玄々堂の皆様への感謝のメッ
セージを贈る機会を頂きました。子
ども達の心の教育にも繋がりまし
た。ありがとうございました。
隈元 雅博
本日、君津RC50周年事業実行委員
会がありました。大変な時期が続き
ますが、地域のため世界平和のため
に50年以上も社会貢献活動を行っ
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内山貴美子

大森

俊介

大森

敏隆

別府

明人

藤平

洋司

日野

千博

坂井佳代子

坂本

直樹

石川

偉夫

村上

進

てきた諸先輩方に改めて尊敬の念を
抱きました。これからも共にロータ
リー活動を頑張りましょう!
本日より本格的な寒さになるようで
す。皆様お体ご自愛ください。
今年もいよいよあと少しになってき
ました。新しい理事の皆様も承認さ
れ、新しい年度がすぐそこに見えて
きました。コロナの終息も早く見
えてくると良いですね!皆さん共に
ロータリー活動頑張りましょう!
本日、クラブ協議会お疲れ様でし
た。今年もあと半月程です。健康に
留意し過ごしていきます。
会社の関係で2週間ぶりの参加で
す。寒暖の差が出てきましたの
で、まずは皆様体調管理への配慮
とコロナは最善の対応をしてまい
りましょう!
今週は寒くなるようです。皆様お体
にお気をつけ下さい。
土曜日の日に、先日皆様より協賛賜
りました有冨萌々子ヴィオラコン
サートが無事に開催され、終了する
ことができました。とても感動する
時間を過ごせました。また、千成の
坂井さん、マイクロバスを貸して頂
き、ありがとうございました。
久しぶりにゴルフをやったら全身筋
肉痛。年齢を実感させられました。
皆さん、こんにちは。先週土曜日、
有冨萌々子さんのヴィオラコンサー
トに行ってきました。素晴らしい音
色で癒され、楽しい時間でした。
今年も残り半月となりました。コロ
ナ感染者増加の報道がなされる中で
すが、無事に新年を迎えられるよ
う、気を引き締めてまいります。
今年も年の瀬となり、忙しく慌ただ
しい時期になってきましたね。今年
もあと少し、ラストスパートで良い
年末年始にしたいですね。健康第一
で頑張りましょう!!
社会奉仕委員会で秋元会員の美和幼
稚園の園児から玄々堂の職員の皆さ
んへメッセージとペットボトルの水
をプレゼントする事が理事会で承認
されましたのでご報告します。秋元
会員、対応ありがとうございます。
感謝します。
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この度は、久留里の名水「生きた
水・久留里」の購入を理事会にて承
認いただきありがとうございまし
た。「生きた水・久留里」は、平成
の名水百選に選ばれた君津市を代表
する特産品です。試飲用で例会に提
供をします。
12月になり、今年もあと少しとな
りました。風邪を引かぬように体調
管理したいと思います。席替え抽選
当たりました。ありがとうございま
す。
とうとう年の瀬が迫ってきました。
少しずつ大掃除を始め、掃除した所
が綺麗になるのは気持ちがいいです
ね。まだ大きな掃除をする所がある
ので、準備をきちんとしようと思い
ます。
金融機関の正月休みは4日間です。
短い休みですが、コロナに注意し自
宅で箱根駅伝をゆっくり見ようと思
います。
本日は、新入社員の面倒を見てい
て、遅刻してしまいました。すみま
せん。新入社員は、21歳です。これ
からが楽しみです。
年末になると、やはり例会通りの忙
しさです。焦らずに一歩一歩片づけ
ていきます。
グループ含めて社員6,000人おりま
すが、未だにコロナ感染者がゼロで
す。何でも1番は好きですが、本件
の1番にだけはなりたくないと日々
頑張っております!
年次総会お疲れ様です。コロナに負
けず頑張りましょう。
今回は多分35回目の結婚記念日です
が、かみさんは実家に帰っており気
楽に記念日の夜を過ごせます!!
本日年次総会にて次年岡野年度の理
事役員が承認されました。自分も次
年度幹事をしっかり務められるよう
今から準備を整えて行こうと思いま
す。
次年度研修リーダーを拝命いたしま
した。宜しくお願い致します。
体調管理に注意し年内頑張ります。
「ロータリーの共」12月号紹介させ
て頂きました。本日12時過ぎ、弊社
駐車前に君津玄々堂と書かれたワン

大浦

芳弘

黒岩

靖之

大住

昌弘

ボックスカーがハザードをたいてい
ました。送迎だと思いますが、通行
料の多い通りなので…
今朝のニュースでは、大阪、札幌の
GOTO停止は延長、さらに東京、名
古屋のGOTO停止を行うことで調整
中と報道していました。現下の過去
最大を日々更新するような感染者増
に対しては、思い切った対応が必
要なのではないでしょうか。全く
GOTOを使うあてもなく、そもそも
使い方も知らない者の勝手な言い分
でしょうか。なんとか落ち着いた年
末年始になることを願っています。
2021～22年度、理事、役員の皆様
承認おめでとうございます。また宜
しくお願い致します。
いよいよ年末も押し迫ってまいりま
した。今年はコロナ一色と言って良
いくらいコロナに振り回されまし
た。来年も厳しいと思いますが、コ
ロナが早く終息し、本来の活動を進
めたいものです。

