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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　ロータリーの基本理念についてお話します。
　ロータリーの基本理念は、ロータリアン共通の目
的や指針として、長い年月をかけて形づくられたも
のです。互いの関係や行動の土台として、世界中の
ロータリアンが基本理念を大切にしています。基本
理念の中には、ロータリーの「目的、奉仕、四つの
テスト」があります。
　今日は、その中のロータリーの目的をお話しま
す。ロータリーの目的は4つの付帯事項、
　1）個人生活
　2）事業・専門職
　3）地域社会
　4）国際社会

において奨励・育成する事とあり、本文は「意義あ
る事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育
むこと」としています。
　具体的には、
　第1　知り合いを広めることによって奉仕の機会
　　　 とすること。
　第2　職業上の高い倫理を保ち、役立つ仕事はす
　　　 べて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
　　　 る機会としてロータリアン各自の職業を高
　　　 潔なものにすること。
　第3　ロータリアン一人一人が個人として、また
　　　 事業および社会生活において、日々奉仕の
　　　 理念を実践すること。
　第4　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
　　　 ネットワークを通じて、国際理解、親善、
　　　 平和を推進すること。
この目的は、ロータリーの活動だけではなく仕事を
し、生きていくためにも大切なことだと思います。
　これからも、ロータリーが何を目的としているか
をきちんと理解する「機会の扉を開いて」伝えられ
るようにしたいと思います。

報　　告

１．4月10日(土)2021年度ロータリー米山記念奨学金
　　カウンセラー・米山奨学生・指導教員、オリエ
　　ンテーションが開催されました。出席されたカ
　　ウンセラーの廣田会員、お疲れ様でした。

２．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。
　　マルチ・ポール・ハリスフェロー +1 武田会員



幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

〈報　告〉
１．4月17日(土)甲府東RCとの合同例会及び交流会が
　　開催されます。
　　集合はホテル千成フロント　6時50分(7時出発)で
　 す。参加予定の方は時間厳守でお願いします。
　 なお、移動例会となりますので、4月19日の例会は
　 振替のため休会です。

２．4月25日(日)、地区研修・協議会が開催されます。
　　受付：12時00分(点鐘：13時)
　　出席：岡野会長エレクト・佐々木副幹事・
　　　　平野会員・谷会員
　 今回はコロナ禍のため、1クラブ4人までの出席と
　 なっております。
　 代表で出席される皆様、よろしくお願いいたしま
　 す。

３．4月26日(月)例会前11時30分～ホテル千成にて、
　 第11回現・新合同理事会を開催します。
　 現・新理事の方はご出席くださいますようお願いし
　 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ご入会の案内
４．風の便り(Vol.16)

入会者紹介
日鉄テックスエンジ(株)　玉作　朋之様

紹介者　別府　明人会員
　
　皆さん、こんにちは。
　今日は日鉄テックスエンジ株式会社君津支店の新支
店長 玉作(たまさく)朋之(ともゆき)さんの入会にあた
り、ご本人の略歴やお人柄をご紹介させていただきま
す。
　本日、私が玉作さんのご紹介を仰せつかったのは、
東日本製鉄所君津地区の設備関係で仕事をご一緒にさ
せていただいていること、また前任者の谷口支店長か
らのご依頼があったためであります。
　まず誕生日は1960年(昭和35年)2月8日生れの61才、
石川県金沢市、兼六園から15分ほどの城下町でお生ま

れになったそうです。御父上の転勤により10歳のころ
に大阪府吹田市へ、その後2年で埼玉県春日市へと移
り過ごされたそうです。中学時代から高校1年までは野
球部、以降学生時代は柔道部に入り柔道漬けの学生生
活を送られたそうです。その時の友は今でも財産だそ
う。
　そして1982年(昭和57年)に当時の日鐵電設株式会社
に入社し千葉の地を踏んだそうです。入社の理由は、
就職課に先輩の名刺があったこと、そしてその社名に
自身の専攻である電気工学の「電」の字があったから
だそうです。入社時の仕事は製鉄所鋼管工場のメンテ
ナンス業務。必要に駆られて真剣に勉強されたそうで
す。答えが目の前の現場にある環境での勉強は大変有
効であったそう。その後エンジニアリング部門やメンテ
ナンス部門で実績を積み、特にメンテナンス事業の改
革と事業拡大に尽力されたそうです。
　2013年(平成15年)にテックスエンジが誕生、その年
にメンテナンス部長に就任、その後君津電計センター
長、副支店長を経てこの春4月1日付で執行役員君津支
店長に就任されました。
　入社以来約40年が君津勤務であり転勤経験は今の
ところはないそうです。生まれた地域こそ違いますが、
会社人生においては君津地区の風土を熟知されたお
人であり、君津愛に溢れ、君津ロータリークラブのメン
バーに相応しい方だと思っております。
　ご自宅は木更津市清見台、奥様とお子さん1人で同
居されているそうです。
　現在のご趣味は車いじりやパソコン、ラジコン等、
仕事も趣味もモノづくりに関係しており、いかに仕事
熱心であるかということが伺い知れると思います。
　玉作さんは大変話が上手です。その話の知識も広
く、会話を通じて大いに人を引き付ける魅力を持って
おられます。人との関わりを大変大事にされるお人柄
で、まさにロータリアン向きのお方であり、また社会奉
仕の精神を前向きに実践できる方ではないかと考える
次第です。　
　皆さんとも、楽しくロータリー活動を通して社会に貢
献できる人物として、ご紹介させていただきます。

吉川工業(株)　山内　雅夫様
紹介者　遠田　祐治会員

　こんにちは。テツゲンの遠田です。今日は小川さ
んの後任、吉川工業の君津支店長の山内雅夫さんを
紹介します。
　山内さんは、1985年新日本製鐵(株)に入社、最初
は堺製鐵所に配属されましたが、1991年に君津製
鐵所に来られ、以来30年ずっと君津にいます。
　日鉄物流君津の大浦会員、私と同期入社です。山



内さんは関西出身でなまりは微妙に残っています
が、製鉄所内で1、2を争う温厚で人を思いやる心
を持った方優しい方です。
　ロータリーでも、きっと素晴らしい活躍をしてく
れるものと信じます。皆様よろしくお願いいたしま
す。

【履歴】
・1985年(昭和60年)　4月
　新日本製鐵(株)　入社
・1985年(昭和60年)　7月
　　〃　堺製鐵所　製鋼部　配属
・1991年(平成3年)　12月
　　〃　君津製鐵所　製鋼部　第一転炉　掛長
・2001年(平成13年)　4月
　　 〃 　第二製鋼工場長　
・2004年(平成16年)　12月
　　 〃　生産業務部　生産計画グループリーダー
・2011年(平成23年)　11月
　　 〃　生産技術部　部長
・2017年(平成29年)　1月
　　 〃　工程業務部　上席主幹
・2021年(令和3年)　4月
　吉川工業　君津支店長　　

(株)徳山ビルサービス　折田　勝彦様
紹介者　黒岩　靖之会員

【氏名】
　折田　勝彦
【生年月日】
　1964年3月27日(57歳)
【出身地】
　富山県富山市
【お住まい】
　広島県広島市
　現在は、君津市坂田
【家族構成】
　5年前に離婚、2人の子どもも結婚し独立して、
　現在はご両親と生活
【職歴】
　外壁工事関係の会社に15年在籍後、友人5人と同
　じ外壁工事の会社を立上げて10年間経営したが
　諸般の事情で廃業した。
　その後、縁あって2008年1月に(株)徳山ビルサー
　ビスに入社。
　現在、常務取締役を拝命。　
【趣味・特技】
　ゴルフ(昨年55回ラウンドし、アベレージは88と

　のこと)
　お酒(芋焼酎 赤霧島 九州で飲んで好きになったと
　のこと)
【座右の銘等】
　『幸せはいつも自分の心が決める』
　3年前会社の健康診断で癌が見つかり大変落ち込
　みました。
　そんな時に相田みつをさんの詩『幸せはいつも自
　分の心が決める』を目にしたとき、健康診断を受
　けさせてくれた会社に感謝、手術を受ければ治る
　事に感謝だと思うようになり、自分の心の持ち方
　ひとつで前向きになれたことがきっかけです。

千葉銀行　藤代　公成様
紹介者　坂井　佳代子会員

　皆さん、こんにちは。ホテル千成の坂井です。
　千葉銀行君津支店支店長の藤代公成さんを紹介し
ます。
　藤代さんは昭和49年生まれの46歳。若い支店長です
が、君津支店で2店目とのこと。
　初めてお会いした時、初対面なのに前から存じ上げ
ていたかのような明るい笑顔が印象的でした。以前、
君津に住んでいたこともあり君津はとても愛着のある
所だとおっしゃり、ロータリー活動にも積極的に参加
し、活動してくれる意欲を感じました。
　君津ロータリークラブへようこそ、藤代さん。ロータ
リー活動を一緒に頑張りましょう。

千葉信用金庫　松浦　広樹様
紹介者　秋元　秀夫会員

【氏名】
　松浦　広樹
【生年月日】
　1964年4月16日(57歳)
　＊東京オリンピックが開催された
【出身地】
　神奈川県藤沢市(大学卒業まで在住)

　藤沢市は都会のイメージもありますが、松浦さんが
幼少時代の藤沢市は田んぼが広がる自然豊かな場所
で、今は触ることを躊躇してしまう昆虫、カエル、ヘビ
等を捕まえることができ、片っ端から捕まえては家に
持ち帰る野生児の様な子供で、よくご両親に叱られて
いたそうです。
　そんな彼なので、小学生低学年の頃は江の島の近く
の河口で、虫取り網で大量に魚を捕まえたりして遊ん



だりしていたそうです。その様子が珍しく見えたのか、
話しかけてきたのが芸能人の川崎敬三さんだったそ
うで、人生で初めての芸能人との対談となったそうで
す。
　その後は大学まで順調に卒業し、昭和62年に木更津
信用金庫に就職し、親元を離れ現在のお住まいは木更
津市です。
　平成14年に木更津、千葉、成田の3信用金庫が合併
し千葉信用金庫に勤めることになり、大きな事故もな
く14店舗に勤務し、内4店舗の支店長を勤められており
ます。
　家族構成は、奥様から追い出されることもなく無事
に結婚生活を継続中とのことで、娘さんと3人暮らしを
されています。
　趣味は、10キロ程までの限定マラソンと、始めて3年
ほどのゴルフとのことです。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎 ゴルフの松山選手がマスターズで

日本人初の海外メジャー制覇。池
江選手に続き、感動をありがとう
ございました。

福田　順也 玉作様、山内様、折田様、藤代様、
松浦様、ご入会ありがとうございま
す。共にロータリー活動、頑張りま
しょう。

藤代　公成 千葉銀行君津支店の藤代です。今後
ともよろしくお願いいたします。

折田　勝彦 色々ご紹介いただきありがとうござ
います。今後ともご指導いただけれ
ば幸いです。

山内　雅夫 本日、皆様の了承をいただき、仲間
入りさせていただくことになりまし
た。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

玉作　朋之 本日より入会いたしました、玉作で
す。精一杯頑張りますので、よろし
くお願い申し上げます。

松浦　広樹 芝崎の後任にて君津RCへ入会させ
ていただきます。荒井会長はじめ皆

様のご指導の下、社会奉仕に努めて
まいりたいと思います。よろしくお
願いいたします。

中野　賢二 今日は新理事会だったのですが、忘
れていて電話が来たので、すっ飛ん
で来て参加しました。しかし、慌て
て部屋を間違えてＲ情報委員会に参
加してしまいました。皆さん、すい
ませんでした。次回の新理事会は2
倍頑張ります。

内山貴美子 玉作様、山内様、折田様、藤代様、
松浦様ご入会おめでとうございま
す。コロナ禍で大変かと思います
が、よろしくお願いします。頑張り
ましょう！

秋元　秀夫 新入会させていただきました松浦広
樹さんをよろしく頼みます。

秋元　政寛 本日所用により早退させていただき
ます。ご入会された玉作様、山内
様、折田様、藤代様、松浦様これか
らよろしくお願いします。

阿部　輝彦 マスターズ松山選手、優勝おめでと
う。感動しました。今日は眠たいで
す。

大浦　芳弘 コロナ禍で県外移動の自粛を求めら
れている状況ではありますが、どう
しても京都の実家に戻らねばならぬ
要件があり、行ってまいりました。
コロナのことも考え車での移動と
し、実家でも極少数のものとの接触
のみでトンボ帰りしてまいりまし
た。土曜日に戻ってきましたが、高
速道路は渋滞の気配もなく、各SA
も混雑の表示もなくという状況でし
た。良い季節になってきましたが、
やはり県外移動については皆さん自
粛しているんだろうなと感じた疲れ
ただけの小旅行でした。

武田富士子 あっという間に4月も中旬に入り季
節の移る風景を、桜などを楽しむ余
裕もなく過ぎてしまっていますが、
本日孫が可愛い制服に身を包み、登
園して行く姿にふと幸せを感じさせ
てくれました。早くこのコロナ禍の
渦がおさまって欲しいものですね！
玉作様、山内様、折田様、藤代様、
松浦様よろしくお願いいたします。
君津RCの仲間は良い人ばかりなの
で、楽しみながら活動をして行きま
しょうね！！



小関　常雄 今回入会される5名の皆さま、よろ
しくお願いいたします。

黒岩　靖之 徳山ビルサービスの折田様を紹介さ
せていただきます。玉作様、山内
様、折田様、藤代様、松浦様ご入会
おめでとうございます。ロータリー
活動よろしくお願いします。

石川　偉夫 新入会員の皆さん、今後ともよろし
くお願いいたします。緊急事態宣言
も明けましたが、コロナ人数おさま
らず、今度はまん延防止対策です
ね。まだまだ動きにくい中ですが、
皆さんくれぐれも体調管理に注意し
ていきましょう。

髙橋　雄一 皆さんこんにちは！！新入会員の
皆さま！！よろしくお願いいたし
ます。

廣田　二郎 4月10日に米山奨学生の「ウニバト
君」に会ってきました。物静かな好
青年です。5月の第1例会より参加し
ますので、よろしくお願いします。

大住　昌弘 今年も年初からアメリカ政権交代、
東北で大きな地震、コロナの2回目
の緊急事態宣言について心配されな
がらの解除後の再びの急速なスピー
ドでの感染拡大、歴史的な早すぎる
春の訪れなど、落ち着かぬ日々が続
きます。私的には、新年度でいよい
よサラリーマンの最終ステップに入
りますが、やり残しのけじめをつけ
て、走り抜けたいと思います。

谷　　浩司 玉作様、折田様、山内様、藤代様、
松浦様ようこそ君津ロータリークラ
ブへ。よろしくお願いします。本日
から新理事会で次年度の事が議題に
上がりました。いよいよかと実感す
ると共に、頑張らねばと思いにいっ
ぱいです。これからもよろしくお願
いします。

大木　建樹 異動ありませんでした。引き続きよ
ろしくお願いします。

平野　寛明 新年度が始まりました。これからも
ローター活動頑張ります。

坂井佳代子 皆さん、こんにちは。新入会者の皆
さん、ようこそ君津ロータリーへ。
これからよろしくお願いします。

倉繁　　裕 新入会員の皆さま、どうぞよろしく
お願いいたします。今朝のマスター
ズトーナメントの松山選手の日本人
初優勝、男子ゴルフ四大メジャー大

会初の快挙、お見事でした。女子水
泳の池江選手の奇跡の復活、東京オ
リンピック代表決定を含めてスポー
ツ界の快挙で日本人皆が明るくなれ
て何よりと思います。

永嶌　嘉嗣 新入会の皆さま、どうぞよろしくお
願いします。ロータリー活動を楽し
んでいただければと思います。

宮嵜　　慎 玉作様、山内様、折田様、藤代様、
松浦様、入会おめでとうございま
す。これからよろしくお願い申し上
げます。

遠田　祐治 新入会の皆さま、よろしくお願いし
ます。

小幡　　倖 新入会の皆さまようこそ君津ロータ
リークラブへ。お待ちしておりまし
た。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

坂本　直樹 新入会員の皆さま、共にロータリー
活動頑張っていきましょう。本日は
所用により早退させていただきます
が、これからよろしくお願いいたし
ます。

川村　優子 玉作さん、山内さん、折田さん、藤
代さん、松浦さんご入会おめでとう
ございます。よろしくお願いいたし
ます。

日野　千博 玉作会員、山内会員、折田会員、藤
代会員、松浦会員ご入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願
いいたします。

秋元ゆかり 皆さまこんにちは。新会員の皆さ
ま、ご入会おめでとうございます。
よろしくお願いいたします。

隈元　雅博 新しくご入会された玉作朋之様、山
内雅夫様、折田勝彦様、藤代公成
様、松浦広樹様ようこそ君津ロータ
リークラブへ。これから共にロータ
リー活動を頑張ってまいりましょ
う！

大森　俊介 玉作さん、山内さん、折田さん、藤
代さん、松浦さん、これからよろし
くお願いします。

梶山　健次 新入会員の方々、ご入会お祝い申し
上げます。お互いロータリー活動に
励んでまいりましょう。

伊藤　　彰 新しく入会された玉作様、山内様、
折田様、藤代様、松浦様これからよ
ろしくお願いします。

大森　敏隆 最近、朝昼の寒暖差が激しくなって



きていますので、皆さん体調管理に
は十分お気をつけください！本日入
会されました5名の方々、今後よろ
しくお願いします。

岡野　　祐 玉作様、山内様、折田様、藤代様、
松浦様ご入会おめでとうございま
す。これから共にロータリー活動よ
ろしくお願いいたします。

別府　明人 新入会員の皆さま、よろしくお願い
いたします。




