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会長挨拶及び報告

荒井潤一郎会長

ロータリーの定義についてお話します。
ロータリーの定義は、誰かに「ロータリークラブ
は何ですか？」と尋ねられたときに思い出す価値の
ある言葉とされています。
ロータリーの定義は、1976年に英字で31文字、
日本語で101字からなります。この定義は「ロータ
リーは人道的な奉仕を行い、あらゆる職業におい
て高度な道徳的水準を守ることを推奨し、かつ世界
における親善と平和の確立に寄与することを目指し
た、事業および専門職務に携わる指導者が、世界的
に結びあった団体である。」と定義づけられていま
す。
しかし、最近はロータリーの定義が少し変わって
いるようで、世界各地のロータリアンに「あなたが
ロータリーで熱心に活動する理由は？」と問いかけ
たところ、
1）リーダーのネットワーク
ロータリーは、世界のさまざまな国や職業の
リーダーとのネットワークです。
2）アイデアを広げる
ロータリーは、多様な会員のアイデアや職業
の専門知識を生かして、地域社会のニーズや
問題に取り組める。
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3）行動する
ロータリーは、世界中の地域社会を長期的に
改善するために行動できる。
だそうです。
以前に「ロータリーとは」を話させていただきま
したが、先程の定義を踏まえて「ロータリーとは何
ですか？」と聞かれたら、前に述べた3つの本質を
ストーリー化して表現し、明確にわかりやすく説明
することが出来ると思います。
例えば「世界中のロータリークラブは、地域社会
の重要な問題に取り組もうとする有志が集まり、行
動を起こしています。」
また「ロータリーを通じて、社会貢献に関心のあ
る人たちと知り合い、一緒に活動し世界中に友人や
恩師となる人が出来ました。」という答え方もある
と思います。
それぞれが自分なりの紹介方法を用意しておくこ
とが良いと思います。
私もロータリーをもっと知る「機会の扉を開い
て」、「ロータリーとは？」を場面に応じて答えら
れるようにしたいと思います。
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１．3月31日(水)に緊急理事会として書面決議、承
認された内容をご報告いたします。
①本日より例会前に私語厳禁で食事し短縮時
間で例会を開催します。
②村上会員退会に伴い、
次年度国際奉仕委員長を大森会員
次年度地区研修委員を谷会員と変更します。
③芝﨑会員退会
後任：千葉信用金庫 君津支店長 松浦広樹様
本年度会計をお願いします。
④内山雅博会員退会
後任：千葉銀行 君津支店長 藤代公成様
次年度会計をお願いします。
２．3月27日(土)、28日(日)とロータリー青少年交換
スプリングキャンプIN千葉が開催されました。
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参加された青少年奉仕委員会 内藤委員長、
秋元政寛副委員長、お疲れ様でした。
３．3月27日(土)にZOOMにて会長エレクトセミ
ナーが開催され、岡野会長エレクトが出席さ
れました。お疲れ様でした。後程、次年度タ
イムにて報告をお願いします。
４．公益財団法人ロータリー日本財団より、認証状
とバッチが届いています。
＜新ポール・ハリス・フェロー＞
佐々木昭博会員、福田順也会員
＜マルチ・ポール・ハリスフェロー＞
阿部輝彦会員

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：4月29日(木) 休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく
＜木更津東RC＞
日時：4月18日(日) 10時～13時
場所：アカデミア公園下駐車場 集合
内容：4月28日(水)の例会を振り替え
BIG＆R及び家族とのハイキング親睦例会
２．本日より17日に開催される甲府東RCとの合同例会
の会費10,000円を事務局にて集金します。
出席される方は、事務局までお願いいたします。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．米山梅吉記念館より、賛助会員ご入会の案内
４．財団室NEWS(4月号)
５．ROTARY冊子(英語版)

５．1月28日に藤平会員にご子息が誕生しました。
おめでとうございます。クラブよりお祝いをお
渡しいたします。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(4月号)
３．ロータリーの友(4月号)
４．阿部輝彦会員の手掛けるTV番組のマスク
５．かずさFMの情報冊子
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退会挨拶

村上 進会員

皆様こんにちは。
この度、私は4/12付けで山口
本社に異動となりました。私が
この千葉県に来たのが東日本大
震災の年の5月中旬に来ました
ので、ほぼ10年となり、この君
津でお世話になったのが8年半
位です。
君津に来て知り合いも居ない
中で、この君津ロータリークラブに入会し皆様とお知り
合いになれて本当にありがたく感謝しております。
君津ロータリークラブの第一印象は「怖そうな人が
多いなあ」でした。当クラブは同年代の仲間や優しい
先輩が沢山いらして時間が経つと共に自分に声を掛け
てもらい、自分も少し溶け込むと共に皆様に可愛がっ
ていただきました。皆様には大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。
仕事では、後任の常務の折田勝彦が配属になり私は
本社で業務にあたります。
今後共、折田勝彦、社員一同を変わらぬご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。
そして、皆様のご健康と益々の発展を祈念いたしま
してご挨拶とさせていただきます。

内山 雅博会員
千葉銀行の内山です。
2週前の例会で、ここまで
来たら君津に残留の希望を申
し上げましたが…願い叶わず
本日君津ロータリーで最後の
例会を迎えることとなりまし
た。
思い起こせば3年前の2018
年4月16日に入会しました。実
は、その3日前高熱が続き、ついに39度近くまで上
がってしまい耐えられずに青柳先生のところに行
きました。血液に菌が入っていて肺炎一歩との診断
でした。そんな中やっとの思いで入会式を迎えまし
た。当時の会長は隈元さんです。強面の会長に変な
会に入会させられるのでは？と意識朦朧とする中、
入会をさせていただきました。
以降、親睦委員会→副SAA→社会奉仕委員会と
活動させていただきました。サラリーマンという立
場で何かと制約の多い銀行ということで活動不足も
あったかと思いますが例会に休まず出ようという思

いだけでは持って、例会は殆ど休まなかったと思い
ます。
最後の社会奉仕委員会では副委員長を仰せつかり
村上委員長を補佐すべく花の水やり、愛児園のサン
タクロース等、できる範囲で頑張りました。水やり
は支店の目の前で支店長が大汗かいてやっているの
に部下は誰も出てこないという状況でした。一方、
社会奉仕委員以外の方も手伝っていただき、これが
志のあるものが集まるロータリーというものだ！と
体験させていただきました。
このあと岡野年度まで頑張ろうと思った矢先、社
会奉仕委員会は委員長、副委員長ともに同日に退会
という、まるで深夜の会食で責任を取った2人のよ
うな形になってしまい大変申し訳なく思っておりま
す。
勤務先は柏西口支店となりますので、今後は柏西
ロータリーの一員として君津ロータリークラブに負
けないように活動していきたいと思います。最後に
なりますが皆様の健康と君津ロータリークラブの
益々の発展を祈念いたしまして最後の挨拶とさせて
いただきます。3年間、本当にありがとうございま
した。

芝﨑 均会員
この度、人事異動の発令に
より、君津ロータリークラブ
を退会させていただくことに
なりました。転勤先は千葉市
内の誉田支店です。
私は、平成30年の7月に君
津ロータリークラブに入会さ
せていただき、2年9ヶ月間皆
様と過ごさせていただきまし
た。
君津ロータリークラブでは、この2年間会計を担
当させていただき、金銭の流れからロータリー活動
を把握することが出来ました。ロータリーの理念は
奥が深く、いざ実践するとなるととても難しいと感
じております。
次年度、君津ロータリークラブは設立50周年を
迎えます。この間には幾多の困難に向き合い、歴代
の会長をはじめ、諸先輩方が一致団結して乗り越え
て来たものとご推察いたします。
君津ロータリークラブは国際ロータリー第2790
地区82クラブの中でもガバナーを輩出するなど歴
史と伝統のある素晴らしいクラブです。会員の皆様
はロータリー活動に真剣に取り組んでおり、例会の
運営や様々な活動は他のクラブよりも格段に優って

いると思います。
しかし、一昨年から今年にかけては、千葉県を
襲った台風15号・19号による罹炎や新型コロナウ
イルス感染拡大により、各ロータリークラブは従来
と同じ活動が出来ませんが、この難局を皆さんで力
を合わせて乗り越えていただきたいと思います。
私は、君津ロータリークラブでの在籍期間が短
く、あまりお役に立てませんでしたが、これから
も職業奉仕など君津ロータリークラブで教わった
「ロータリーの精神」を忘れずに転勤先でも活動し
ていく所存です。
最後になりましたが、会員の皆様のご健勝と君津
ロータリークラブの益々の発展を祈念し、退会のご
挨拶とさせていただきます。

次年度タイム

岡野 祐会長エレクト

次年度会長を拝命しました岡
野です。よろしくお願いいたし
ます。
次年度タイムという事で、3月
27日(土)に行われました2021～
2022年度会長セミナーで受けた
事を基にお話しできたらと思い
ます。
まず、2021～2022年度国際
ロータリー会長は、インドの西ベルガル州にあるカル
カッタ・マハナガルR.Cに所属するシェカール・メータ
会長です。
会長テーマは、SERVE TO CHANGE LIVES（奉
仕しよう、みんなの人生を豊かにするために）を発表し
ました。メータ会長は、奉仕する時誰かの人生だけで
なく自分の人生も豊かになる、また人々の世話をし奉
仕する事こそ人生の最高の生き方と言っております。
シェカール・メータ会長はR.Cに入会したばかりの
頃、クラブで手足が不自由な人の為に足の矯正具や義
肢ハンドサイクル等を配布する奉仕活動を実施したそ
うです。その際、足がない人が地を這って近づいてき
て手を差し出して握った時、正直嫌だったそうです。
しかし、その後もやってくる人達の手を握っている内に
突然この人達が抱える苦境に共感し、その瞬間単なる
ロータリー会員からロータリアンになったと語っていま
す。
また、奉仕とは自分がこの地上に占める空間に対
しての家賃だとも語っています。そういった想いから
SERVE TO CHANGE LIVES（奉仕しよう、みんな
の人生を豊かにするために）がテーマとなりました。
次に、目標として会員増強を大きな課題としていま

す。過去17年以上ロータリーの会員は120万人のまま横
ばいです。次年度の間に130万人にしたいとの事。それ
を達成する為には、各ロータリアンが新会員一人を入
会させるようお願いされました。
また、女性会員の増強、ローターアクトの積極的参
加等も挙げております。当クラブとしても会員増強、会
員維持については大事な課題として取り組んでいきた
いと思いますので、皆様ご協力お願い申し上げます。
続いて地区ガバナーは千葉R.C所属の梶原等さんで
す。地区スローガン「Love Other Spirit～繋ごう次世
代へ夢ある未来に向けて～」をスローガンに掲げまし
た。梶原ガバナーは、私達ロータリアンは常に行動を
起こし、国際社会の平和と安全を願い、次の世代へ繋
いでいかなければならないとおっしゃり、その為には身
近な地域から新しい変化を起こしその変化を時代を超
え、確実に未来へ向け国際社会を変えようとの思いで
「繋ごう次世代へ、夢ある未来に向けて」をスローガン
にしました。
そして、2018年から続いているロータリーの戦略的
優先事項と目的の方向性を示しました。
1.より大きなインパクトをもたらす
2.参加者の基盤を広げる
3.参加者の積極的な関わりを促す
4.適応力を高める
です。
より大きなインパクトとは、ポリオ根絶に向けた寄付
と支援、そのPRこそロータリーとしてのインパクトを
与える事となります。当クラブでも奉仕活動を行う際
にポリオ根絶に向けたPRを行っていきたいと思ってお
ります。
また、次年度はガバナー補佐で鈴木荘一会員、補佐
幹事として荒井潤一郎会長・福田順也幹事がなられま
すのでとても心強いです。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
そして当クラブは、テーマ「原点に帰り、新たなる出
発」とさせていただきます。次年度は創立50周年とな
ります。私達は今一度原点に帰り、どのような想いで
先輩方がこの君津ロータリークラブの歴史を繋いでこ
られたか考えていきたいと思います。
そして、50周年を起点に持続可能なクラブ運営が出
来るよう新たなる出発をしたいと思っております。その
為には、会員の皆様と一致団結して取り組んでいきた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上、次年度のR.I.地区、クラブのテーマ・スローガ
ンの方向性を発表させていただきました。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
水泳の池江選手の奇跡の復活には
涙しました。
福田 順也
私の記念日の「お花」ありがとうご
ざいました。
岡野
祐
本日、次年度タイム発表させていた
だきました。皆様よろしくお願いい
たします。
村上
進
皆様、大変お世話になりました。今
後よろしくお願いいたします。
内山 雅博
3年間ありがとうございました！後
任は若くてやり手の藤代支店長で
す。よろしくお願いいたします。
芝﨑
均
この度転勤により君津ロータリーク
ラブを退会することとなりました。
君津ロータリークラブでは大変お世
話になり感謝申し上げます。会員の
皆様のご健勝と君津ロータリークラ
ブの益々の発展を心よりお祈りいた
します。
隈元 雅博
芝﨑会員、内山雅博会員、村上会員
大変お世話になりました。新天地で
もロータリー精神で頑張ってくださ
い。岡野エレクト、皆で一緒に頑
張ってまいりましょう。これからも
ロータリー活動を頑張ります！
早見 秀一
内山雅博会員、芝﨑会員、お疲れ様
でした。金融機関は異動が付き物で
すが、やはり残念でなりません。村
上さん寂しいですがお疲れ様でし
た。3ヶ月前の年末年始、富津市の
断水事故の際、村上さん・鈴木荘一
会員と私の3人で大量の地下水を散
水車に積んで支援に行った事を思い
出します。急な申し出にも関わらず
快く引き受けていただき感謝してお
ります。退会される皆様、新天地で
のご活躍をお祈り申し上げます。
永嶌 嘉嗣
私は来週ようやくワクチンが打てる
ようです。もう少しはっきりした見
通しを早くはっきりさせて貰いたい
と思います。
阿部 輝彦
明後日、夜9時54分から10時迄の6
分間、テレビ東京で弊社企画制作の
ミニ番組「Dの旋律-ダンスと映画
と音楽と」が始まります。是非ご覧
ください。貴重なご意見を歓迎いた
します。
藤平 洋司
新年度がスタートしました。どんな
一年度になるか不安はありますが頑
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張ってまいります。少し早いです
が、岡野次年度会長、お身体に気を
付けて頑張ってください。荒井会長
お疲れ様でした。
かずさマジック静岡大会、応援に
行ったかいあって順調です。なんと
か4/7日本選手権出場を決めて欲し
いです！
先日、神奈川県三浦市の漁組から弊
社のガス容器が海に浮いているとの
連絡があり引き取りに行ってきまし
た。高圧ガス取扱いをしている方は
管理、徹底を是非お願いします。事
故を未然に防ぐ為にもご協力お願い
します。
村上様、内山雅博様、芝﨑様、お世
話になりました。今後のご活躍とご
健康をお祈りいたします。
村上さん、内山さん、芝﨑さん、長
い間ありがとうございました。新天
地でのご活躍を期待しています。
4/7記念日の紹介をありがとうござ
います。女房に唯一の花プレゼント
です。感謝です！！
退会されます、村上会員、内山雅博
会員、芝﨑会員、お世話になりまし
た。お疲れ様でした。新型コロナ感
染防止をしながらの少人数の会食、
ゴルフなど工夫をしていますが、英
国のように早期にワクチン効果が発
揮されることを願っています。
久々に皆様にお会い出来て嬉しいで
す。村上会員、内山会員、芝﨑会
員、お世話になりました。
芝﨑さん、内山さん、村上さん、
新天地でのご活躍をお祈りしま
す。今までご指導ありがとうござ
いました。
皆さん、こんにちは。記念日の皆さ
ん、誕生日の皆さん、おめでとうご
ざいます。退会される村上会員、内
山雅博会員、芝﨑会員、お世話にな
りました。ますますのご活躍をお祈
りいたします。
各記念日の会員の方々、各誕生日の
会員の方々、お祝い申し上げます。
退会会員の方々、お疲れ様でした。
寂しくなりますね。
新年度が始まり気持ちも新たにス
タートしたばかりですが、今年度こ
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大浦

芳弘

伊藤
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浩司

そ何事もなく平穏にいきたいもので
す。
阿部様、マスクありがとうございま
す。今年は、君津市の桜をたくさ
ん！！写真におさめました。やっぱ
り「桜は！」良いな～と改めて思い
ました。
いよいよ暖かくなってきました。た
だ近年、春を感じる間もなく夏に
なっている印象なので、4月中には
今度は職場に於ける熱中症の心配を
しなければならぬ可能性大と、準備
を指示しています。コロナ、なかな
か厳しいですね。本日から大阪市他
がまん延防止等措置地域に指定され
ますが、千葉県も厳しい状況が続い
た場合は、今までとは異なり千葉市
他の感染大の自治体が指定され、比
較的落ち着いている君津市の近隣は
指定外となるのでしょうか。いずれ
にしても、今しばらくは気を抜けま
せん。
新年度が始まりました。先週から当
社の新入社員も入り、気持ちも新た
に取り組もうと思う今日この頃で
す。
村上さん、内山さん、芝﨑さん、お
疲れ様でした。心よりご慰労申し上
げます。新天地での益々のご活躍を
お祈り申し上げます。
阿部様マスクありがとうございまし
た。コロナ対策助かります。番組制
作頑張ってください。
村上会員、内山雅博会員、芝﨑会
員、色々とお世話になりありがとう
ございました。新天地でのご活躍を
お祈りしております。
誕生日プレゼントありがとうござい
ます。高齢者のワクチン接種の対象
者となりました。
4月に入り、何かと慌ただしいです
が、無理せず過ごしたいと思いま
す。
4月に入り桜が満開だったのが、だ
いぶ葉桜が増えてきました。春は別
れと出会いの季節とは言いますが、
やはり別れは寂しいです。異動先で
も元気にして、風の便りが届くのを
楽しみにしています。離れていても
同志ですので、これからもよろしく
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お願いいたします。
今日もクジはハズレでした。前回、
当たりの割りばしの木目を覚えよう
としたのですが無理でした。本日は
途中で退席させていただきます。
（クジが当たらないので不貞腐れた
訳ではありません。現場安全パト
ロールです。）
新年度がスタートしました。新入社
員を迎え新しい風が入りました。共
に楽しみたいと思います。
年度末のバタバタの中、気付けば桜
も散って、新しい年度が始まりまし
た。今年こそは、良い一年にしたい
ものですね。
先週、急な会議で参加出来ませんで
した。久しぶりの例会、皆さんお元
気でしたか？コロナ感染増加傾向で
あります。ワクチンが打てるまで慎
重な行動を引き続き取っていきま
しょう！
先日、青少年交換スプリングキャン
プに参加しました。当地区から交換
留学予定だった陶彩葉さんが参加し
ており、君津ロータリーの皆様に
「貴重な経験をさせていただきあり
がとうございました。」とのことで
した。

