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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
新年、明けましておめでとうございます。
引き続くコロナ禍で年を越し、静かな新年を迎えた
事と思います。令和3年になった今、世界情勢の動
向、中東問題等の地政学リスク、自然災害のリス
ク、そして新型コロナウイルス感染症の拡大等、不
確実性や不透明性が一段と高まっています。そんな
中、今も医療の最前線で対応にあたり、地域医療を
支えている医師や看護師等の医療従事者の方々に深
く感謝し敬意を表します。
さて、ロータリー活動も下半期が始まりました
が、現在、緊急事態宣言が発令されている事もあ
り、ロータリー活動にとどまらず今後の活動に変化
があると思います。会員はもちろん、会員のご家
族、会員企業、あらゆる場での変化や制限が掛けら
れ、自粛を余儀なくされ、暮らしが変わり、景気は
ますます後退の一途を辿ろうとしています。
しかし厳しい情勢ではありますが、コロナ禍は確
実に乗り越えられるし、乗り越えなくてはならない
壁だとは思っています。一人ひとりがコロナを恐れ
るだけではなく、コロナ収束を信じ、希望を持って
一歩ずつ歩みを進めて行く事が大切です。コロナ危
機を更なる成長の機会とし、変えるという意識改革
と様々な変化・事態を想定の上、先を読んで準備を
し柔軟かつ臨機応変な対応が出来れば、必ず今まで
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以上に良い結果が出せると信じましょう。
残り下半期も、今年度のテーマ「一人はみんなの
ために・みんなは一つの目的のために」を胸に、仕
事もロータリーも頑張りたいと思います。皆様のご
支援ご協力をお願い致します。結びに本年が飛躍の
年となりますように、皆様のご活躍とご健勝、ご多
幸を祈念致しまして新年の挨拶とさせて頂きます。

報

告

１．本日、第8回理事会が開催されましたので報告
致します。
①12月の収支実績については滞りなく承認
②津露会員が12月末で退会
③事務局の光ネット配線工事に伴い、2月3日
よりFAX番号とメールアドレスが変更になり
ます。会員の皆様には、事務局より改めてご
連絡致します。
④周西小学校の出前教室は、コロナウイルス感
染拡大により中止
⑤次週からの例会及び行事について
1月25日、2月1日例会は休会とする。以 降 の
例会については、コロナ感染拡大の状 況 に
よって変更がある場合は追ってご連絡致しま
す。
２．12 月24日 に 、愛 児 園のクリスマス会 に参 加
し、子供たちにプレゼントを渡して来ました。
また、社会福祉協議会に歳末助け合い運動の募
金を寄付して参りました。参加された会員の皆
様お疲れ様でした。
３．先日、玄々堂君津病院へ美和幼稚園の園児か
らの励ましのメッセージ等、届けて来ましたの
で、美和幼稚園へお礼(材料代)をお渡しします。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(1月号)
３．ロータリーの友(1月号)
４．かずさエフエムより地域情報誌
５．交換留学生の予定だった陶彩葉さんより新聞

親睦委員会
私の誕生日・記念日

1月 の 誕 生 祝
芝﨑

内山貴美子
小幡

倖

内藤

智介

秋元 ゆかり
石川

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
木更津RC
：1月の例会休会
富津中央RC ：1月の例会休会
木更津東RC ：1月〜2月10日まで例会休会
袖ヶ浦RC
：1月〜2月1日まで例会休会
富津シティRC：1月の例会休会
２．1月30日(土)に予定されておりました、第5グループ
のインターシティミーティングは中止となりました。
３．本日予定しておりました、小川会員からのロータ
リーの友紹介は例会の時間を短縮した為中止とな
りましたが、紹介の内容については週報に掲載し
ますので、ぜひご覧下さい。
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1月の私の記念日
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４．2月6日(土)開催予定のRLIパートIは、延期となりま
した。開催日程が決まり次第ご連絡致します。
５．2月8日(月)11時30分より新理事会を開催します。新
理事の方はご出席下さいますようお願い致します。
６．次週1月25日(月)より2月1日(月)まで例会は休会で
す。次回例会開催予定日は2月8日(月)です。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．愛児園クリスマス会及び歳末助け合い募金(市長訪
問)の様子(写真)
４．ROTARY冊子(英語版)
５．財団室NEWS(1月号)
６．風の便り(Vol.6)
７．バギオだより(1月号)
８．かずさ青年会議所より創立55周年記念誌
９．ハイライトよねやま
10．コディネーターNEWS(2月号)
11．国際大会、出欠確認の案内

メインプログラム
年男(還暦)の抱負
小幡 倖会員
令和3年1月4日6回目の年男
を迎える事が出来ました。
顧みると、2回目昭和48年
24歳、脱サラで写真店を創業
し2か月後に2度に渡るオイル
ショックの波にもまれ、日本
の端に逃避行を考えました。
3回目の昭和60年は、つくば
科学万博が開催され経済に勢

いが出る年でした。また、日航ジャンボ機墜落事故
もありました。
4回目の平成9年は、平成不況の真っ只中で金融
危機等金融業界の大きな変化を目の当たりにしまし
た。
5回目の平成21年には、リーマンショック騒動と
自民党から民主党に政権交代があり、社会経済状況
の変革等が生じました。
6回目の今年は、昨年初めからの新型コロナ感
染、年末からの第3波の追い打ち影響で大きな変化
を余儀なくされ続けています。しかしながら、この
年男の廻りのおかげで、地域の中で多くの様々な経
験をさせて頂いた事に感謝です。創業当初の意気込
み(創業の精神)は変わらねど、写真業界の構造的な
変革、写真の価値観の変容等日々変化しています
が、いち早く「変化に対応」する術を試みてきたお
かげで、おかげ様で今日を迎える事が出来ました。
今年は、次の年男を迎える命の保証が全く無い中
で、日々新たな気づきを大事にして即行によりボケ
防止と気力の充実に精進と年頭に誓いました。
「山あれば谷あり、谷あれば山あり。人生楽笑」

釼持 純一会員
新年明けましておめでとう
ございます。
今年で6回目72歳の年男を迎
えるにあたり、新年の抱負を
述べさせて頂きます。
まずは緊急事態宣言発令中
のコロナ禍においては、何は
ともあれ感染防止対策を徹底
し、これ以上の感染拡大を何
としても抑え、早期にワクチン接種を受けて健康で
楽しい一年が過ごせるように願う事が一番です。
次に中学生から始めた趣味の鳩レースを、次の年
男が来るまで健康管理に留意して、楽しく続けられ
るように頑張って行きたいと願っています。
そして(シマちゃん)こと永嶌名誉院長に昨年暮れ
に木更津ゴルフで、スコアで負け、飛距離で負けて
しまいました。クヤシイ。今年はシマちゃんにはス
コアで負けない、オーバードライブをさせない事
を願って頑張ります！私の木更津ゴルフのハンデ
キャップがAクラスのハンデ10からBクラスのハン
デ25に落ちてしまいましたので、何とか今年一年
頑張ってAクラス入りのハンデ14に戻したいと思い
ます。シマちゃんの木更津ゴルフのハンデキャップ
が20ですので、一日も早くシマちゃんよりロウハ
ンデになるように精進します。願わくはこれからも

シマちゃんをカモとして可愛がりながら、永くお付
き合いをさせて頂きたいと思います。(笑)
会社の実績はコロナ禍でもおかげ様で順調に推
移しており、特にリニア新幹線の関連工事であり
ます、新本牧沖の大型埋め立て工事が約10年間続
くと言われていますので市状は安定しています。現
在社会の実務は長男である常務がほぼ取り仕切って
いますので、今後も法令を尊守し無事故、無火災で
の安全操業がこれからも永く続く事を願うばかりで
す。
さて丑年生まれの人は、物事をじっくりと考えて
から行動する慎重派なのでマイペースだと思われが
ちです。忍耐強く、黙々と道を歩んで成果を上げる
タイプです。スロースターターで、大器晩成型。
おっとりしていて穏やかですが、古風で一途、怒る
と怖く、頑固な一面もあると言われていますが、
私にも当てはまるでしょうか。丑年の今年は、うし
(牛)なうものなし。ギューウ(牛)と中身の詰まった
濃い一年を過ごしたいと思います。
皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして年
男の抱負とさせて頂きます。

佐々木昭博会員
改めまして明けましておめ
でとうございます。アドマス
ターの佐々木です。
まず丑年の人の性格・特徴
を調べたところ「努力家」
「マイペース」「我慢強い・
粘り強い」等が挙げられるそ
うです。そしてもう一つ私の
両親は2人とも岩手県の出身で
して、私自身は千葉県で生まれましたが、血で言え
ば純血の岩手県民です。岩手県と言えば去年どなた
かが卓話か四つのテストで話されたかと思います
が、日本全国でコロナが猛威を振るい始めた当時、
唯一感染者が0人と言う事で大変注目されました。
その時にコロナ感染者0で来れた理由が、県民性と
して「真面」「我慢強い」「辛抱強い」からでは無
いか？と言われました。正に丑年の人の性格・特徴
ともろに被る県民性です。なので私は「ミスター丑
年」と言っても過言ではないクソ真面目な人間のよ
うです。しかし実際のところは千葉県生まれの地元
で育ちましたので、千葉県民の程よい適当さと、あ
とは派手好きの九紫火星も混ざってますから、丁度
良い位の性格に仕上がっているのではないかと思い
ます。
そして今年の抱負ですが、一昨年辺りからゴル

フを少し真剣に取り組み始めたのですが、ベスト
スコア105を2回連続で出して以降また段々と悪く
なり、最近では調子が悪いと120も打ってしまう状
況に逆戻りしてしまいました。ですので今年こそ
は100切り達成とそれをコンスタントに出せるよう
に、どんなに面倒で仕事に疲れている時でも週一回
は練習場に足を運ぶようにしたいと思います。ま
た、次年度の幹事も仰せつかっておりますので、し
かっりとオチの無いように努めたいと思います。
以上が今年の個人的な抱負です。皆様、本年もご
指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
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大森 俊介会員
2021年丑年、年男の大森で
す。本年も宜しくお願い致し
ます。
さて、今年の抱負という事
ですが、コロナ禍という事も
ありますが、まずは体のケア
に努めたいと思います。油断
をすると直ぐにお腹が出てし
まい、そのお腹に向けられた
家族からの視線が冷たく突き刺さり、自制が出来な
い奴だと心の声が聞こえてきます。父親の小さな威
厳を保つ為にも、自分自身の健康の為にも、体重管
理を徹底して行きたいと思います。牛のように歩み
が遅くとも、一歩ずつでも改善出来るように努力し
て行きたいと思います。
また、仕事においては今まで経験した事が無いよ
うな状況が続いています。足元をしっかり見つめ、
お客様からの信頼を損なう事が無いように、全社員
一丸となって会社を盛り立てて行きたいと思いま
す。
「やまない雨はない。明けない夜はない。」の言
葉を信じ、1年間精進して参ります。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
2021年、初例会です。下半期も宜
しくお願い致します。
福田 順也
本日は新年、初例会です。会員の皆
様方、荒井年度の下期も宜しくお願
い致します。
佐々木昭博
本日、四つのテストと年男の抱負を
発表させて頂きありがとうございま
した。
釼持 純一
年男の抱負を述べさせて頂きまし
た。

皆様、本年も宜しくお願いします。
年初に決めた目標を達成出来るよ
う、1年頑張ります。
新年おめでとうございます。久しぶ
りに皆様のお顔を見て安心しまし
た。年男のスピーチ、誕生祝いあり
がとうございました。
皆様こんにちは。昨年は大変お世話
になりました。本年も宜しくお願い
致します。私の記念日のお花ありが
とうございました。
私の記念日にて、黄色いお花を頂き
ました。年始から華やかな気持ちに
なり、ありがとうございました。
記念日でお花を頂きありがとうござ
いました。今年も宜しくお願い致し
ます。
綺麗なお花が届きました。ありがと
うございました。
新型コロナウイルス感染再拡大によ
り皆さん対応に苦労されている事と
思います。ワクチン接種までまだ時
間が掛かりそうなので注意しましょ
う。
今年度も宜しくお願いします。お互
い頑張って参りましょう。
私の記念日で頂いた花が上手く育て
る事が出来ない中、精鋭が1株残り
ます。そのおかげで活きが良い花達
に毎日元気を分けて貰っています。
皆様、明けましておめでとうござい
ます。本年も一年宜しくお願いしま
す。年が明けても相変わらずコロナ
コロナで嫌ですね。体調に気を付け
て今年も一年頑張りましょう。
今年はきっと良い年になると信じて
おります！！今年も宜しくお願いし
ます。
今年は年初より、緊急事態宣言が出
る波乱の一年になりそうですが健康
管理に努めて、明るい1年にして行
きたいと思います。また今年もロー
タリー活動も充実させて行きたいと
思います。
新年初例会、本年も皆様どうぞ宜し
くお願い申し上げます。
皆様、明けましておめでとうござい
ます。本年もどうぞ宜しくお願い致
します。私の記念日、誕生日、年男
の皆様おめでとうございます。今年
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もロータリー活動頑張ります。
コロナに負けず頑張ってます。今
年も宜しくお願い致します。
皆さん、新年明けましておめでとう
ございます。再びの緊急事態宣言と
なり、千葉県の感染者も増加の一途
ですね。せっかくの新年のお祝いも
出来ず、寂しい限りです。停滞感を
脱するような活動をしたいものです
が、人と集いあっての一体感なの
で、姿は映っていてもWEBでは物
足りないですね。
本年も宜しくお願い致します。未だ
コロナ禍が収束しませんが、乗り越
えたいと思います。
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。残念
ながら緊急事態宣言が発令されまし
たね。弊社も、時短営業を実施して
おります。コロナ禍、早く開けて思
いっきり営業したいです。毎日12時
より君鶏テラスにて、やきとりテイ
クアウト営業しております。よろし
かったらお願いします。
今年年男の皆様、今月誕生日の皆
様、おめでとうございます。良い年
でありますようお祈り申し上げま
す。
最近、浜松へ出張で行く事が多いで
すが、高速道路の一部が120km規制
になっているのに驚きました。新東
名もその一つで駿可湾沼津サービス
エリアは、夜景が素晴らしかったで
す。
明けましておめでとうございます。
コロナが早く落ち着いてくれると良
いですね。
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。新年
早々の緊急事態宣言の発令、しばら
くはコロナ影響を念頭に行動しなけ
ればならないですね。弊社内でも、
ご家族が濃厚接触の可能性ありとい
うような情報が多くなってきまし
た。身近に迫ってきていますね。今
年のロータリー活動も、しばらくは
コロナを考慮したものとならざるを
得ないですが、その中で出来る事を
考え行動して行きたいと思います。
年男の皆さん熱い思いを聞かせて頂
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きありがとうございました。本年も
地域の為、世界平和の為に共にロー
タリー活動を頑張りましょう！
第一回目の例会、お祝い申し上げま
す。コロナ禍の中会員の皆様のご健
勝、ご活躍を祈念申し上げます。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
新年明けましておめでとうございま
す。今年も宜しくお願いします。当
面はウィズコロナの中で、公私共に
出来る事を一歩一歩前に進めて行く
のみです。
本年も宜しくお願いします。
皆さん、明けましておめでとうござ
います。今年も宜しくお願い致しま
す。
今年も宜しくお願い致します。年男
の皆さんの活躍を期待しています！
皆様、本年もどうぞ宜しくお願い致
します。本年は、業務上の新年のご
挨拶を控えて、家族との初詣も未だ
に行っていませんが、諸外国で既に
実施されているワクチンに期待する
ところです。
皆さんこんにちは。改めまして、明
けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願い致します。
今日は所用により欠席します。

君津愛児園クリスマス会の様子／ R2．12．24

歳末助け合い募金の様子／ R2．12．24

