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動を通じ、平和と相互理解を推進する事。
5．青少年奉 仕は、ローターアクト、インターア
クト、ロータリー青少 年指 導者育成プログラ
ム(RYLA)、ロータリー青少年交換などを通じ
て、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ
能力を伸ばせるよう支援する事。
私自身も、この五大奉仕の考え方の内容を、実
践しようとはしていますが完璧ではありませんの
で、これからも想いを持って良い奉仕ができるよ
うに「機会の扉を開いて」この五大奉仕を実践し
ていきたいと思います。

（敬称略）
報
会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
五大奉仕部門のお話をします。ロータリー活動
の基本は、優秀な職業人であるロータリアンが毎
週一回の例会に出席して、ロータリーの哲学であ
る奉仕の心を学び、それを通して親睦を深め、そ
れによってさらに奉仕の心を深め、充実させてい
くところにあります。例会出席によって形成され
た奉仕の心は、ロータリアン個人がそれぞれの家
庭、地域社会、国際社会で実践に移す事になりま
す。また、クラブ活動の土台となる5つの奉仕部
門を通じて、地域社会や海外での奉仕に力を注い
でいます。5つの奉仕部門は、
1．クラブ奉 仕は会員 同士の関係を育み、積極的
な会員増強計画を実行して、活気あるクラブ
づくりを行う事です。
2．職 業奉 仕は、すべてのロータリアンが倫理と
高潔さを持って仕事にあたり、職業の知識や
スキルを社会のニーズ解決のために進んで役
立てる事です。
3．社 会奉 仕は、すべてのロータリアンが、地 域
の人々の暮らしを豊かにし、より良い社会づ
くりに貢献する事です。
4．国 際奉 仕は、国際的なプロジェクトでボラン
ティアをして、海外のパートナーとの共同活
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１．5月17日(月)地区大会記念ゴルフ大会に釼持会
員が参加されました。お疲れ様でした。
(ドラコン賞、7位)
２．5月18日(火)君津インターチェンジ周辺まちづ
くり事業を実現する会、設立総会・署名開会式
が開催されました。
当クラブからは、私(荒井会長)が出席して来ま
した。
３．5月23日(日)南子安小学 校にて、第23回ロータ
リークラブ杯君津市少年野球大会が開催され
ました。
表彰式は、コロナ禍のため行いませんでしたが、
褒賞品の授与のみ執り行いましたので、福田幹
事・私(荒井会長)で出席しました。
(優勝：八重原ベアーズ、準優勝：周西クラブ)
４．同じく22日(土)国際ロータリー第2790地区ロー
ターアクト第49回年次大会がZoomにて開催さ
れました。
当クラブからは、青少年委員会の内藤委員長・
秋元副委員長・黒岩委員が出席されました。お
疲れ様でした。
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５．本日、例会前に第12回理事会が現・新合同理
事で開催されましたのでご報告いたします。
①会計報告
滞りなく承認されました。
②6月の例会について
コロナ対策を充分おこない、従来通りの通常
例会を開催いたします。また、今年度最終
例 会は、夜間例会を開催いたします。詳細
については、後日ご案内いたします。
③駅前花壇の花植えについて
今年度はコロナ禍で中学生との花植えは実施
できませんでしたので、社会奉仕委員会及
び三木造 園土木のご協力のもと、当クラブ
50周年記念にちなんで「50」の文字で型取
り花を植えます。
④新入会員について
本日、来訪されている秋元直樹様、理事会に
て承認されましたので会員の皆様よりご承認
いただきたく、本日FAXにてご案内いたし
ます。
⑤君津インターチェンジ周辺まちづくり事業要
望署名、アクアステーションの設置への要望
署名について承認されましたので、皆様のご
協力をお願いいたします。
⑥2022-23年度ガバナー補佐候補推薦について
2021-22年度ガバナー補佐が当クラブより選
出されておりますので、次々年度は当クラブ
からの推薦はありません。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津インターチェンジ周辺まちづくり事業要望署名簿
３．アクアステーション(仮称)の設置へ要望署名簿
〈報 告〉
１．次週例会(5月31日)は、休会です。次回の例会は、6
月7日(月)です。プログラムの内容は、予定を変更し
て次年度タイムです。次年度の各委員長より次年
度活動計画の発表をお願いいたします。なお委
員長が欠席される場合は、代理の方より発表をお
願いします。また、7日の例会前は、11時より50周
年記念実行委員会会議、11時30分より新入会員入
会説明会が開催されます。各関係者はご出席く
ださいますようお願いいたします。なお、6月の例
会の詳細については、本日FAX にてお知らせし
ますのでご確認ください。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．2020-21年度地区大会のご報告と御礼
４．バーチャル国際大会のプログラム
５．ロータリー100周年を祝う会記念式典・祝賀会の開
催方法変更のお知らせ
６．風の便り(Vol.6)

今年度委員会別 活動報告
Ｓ．Ａ．Ａ．
大森 俊介会員

⑦地区大会決議案について
各議決案について理事会にて賛成されました。

⑧2020-21年度監査・事務引き継ぎを6月28日(月)
に16時より開催します。詳細は改めてご案
内いたします。
⑨君津国際交流協会会費について
例年通り10,000円、納入します。

本年度の活動方針は「例会場
の秩序維持に努め、会員同士の
より良い交流が図れるように設
営すると共に規律のある例会の
進行に努める。」としましたが、
新型コロナ感染防止対策とし
て、通常の例会スタイルからの
変更が多く、会員同士のより良
い交流という意味では、会話な
どができない状況であるため、達成が厳しいと思われ
ます。しかし、例会中の私語などがなくなり例会場で
の秩序は保たれたと思います。また、会場準備、進行
において細かいミスがあり、会員の皆様にはご迷惑を
お掛けしておりますが、委員会メンバーが各々不足を
補いながら設営できていると思います。活動計画につ

いての6つの計画は、問題なく対応できていると思いま
す。親睦委員会の皆さんには、席替え抽選の対応など
をお手伝いいただきありがとうございます。
今年度も残り僅かですが、気を引き締めて対応して
いきたいと思います。

４）毎月の第一例会で「誕生祝い」
「私の記念日の発表」
５）ニコニコBOXの発表を工夫する
６）姉妹クラブ(甲府東RC)との交流、合同例会＆交
流会
７）趣味趣向の同じ会員による多様な趣味グループの
模索

クラブ管理運営委員会

【プログラム】
１）魅力あるプログラムの提供と実践
２）新入会員および会長経験者、会員の卓話を実施
３）様々な分野の外部講師による卓話を計画、実行
する

委員長 谷口 弘志会員
代理発表委員 廣田 二郎会員
「各委員会活動への支援協力
と、各委員会諸活動への提言、
提案を行う」事を目標としまし
た。しかしながら、コロナの影響
で実施を見送った行事も多く、
残念ながら十分な活動をする事
はできませんでした。
次年度においても、コロナの
影響が不透明なところはあるも
のの、50周年式典など重要な行事も予定されており、
社会情勢に対応した活動が展開できるよう頑張ってい
きたいと思います。

３．活動実績
コロナ禍により例会開催もままならない中、親睦行
事はほぼ開催できないという残念な結果に終わっ
てしまった。唯一、コロナの合間を縫って甲府東
RCとの合同例会＆交流会を開催でき、交流を深
める事ができた。親睦委員会のライングループを
作成し、委員同士の情報交換、特に例会当番の相
互協力意識を高める事ができたのは良かった。会員
卓話は、皆様の協力で穴を空ける事なく有意義な
話をいただけた。感謝。

親睦委員会

会員増強委員会
委員長 岡野

委員長 別府 明人会員
１．活動方針
楽しく魅力ある例会と親睦
活動を計画実施し、会員相
互のフェローシップを深め
る後押しをする。自らが関心
を持ち、ロータリー活動への
意欲を一層高め積極的に出
席したいと感じる価値ある
例会、ロータリーにする。そ
れにより出席率を向上させ、
退会防止、会員増強に繋がるよう尽力していく。
２．活動計画
【親睦】
１）全会員に対して出席規定の周知と例会出席へ
の意欲向上の醸成
２）会員、会員家族、職場関係者との親睦を目的
とした夜間例会の開催
※会員家族親睦忘年例会やお花見例会など
３）会員、会員家族、職場関係者との親睦を目的
とした「ゴルフコンペ」「グラウンドゴルフ」
「ボウリング大会」もしくはその他の行事の開催

コロナ禍において思うような
活動ができませんでした。しか
し、下期に新入会された方がい
ますのでご紹介します。
日鉄テックスエンジ(株)
谷口会員の後任 玉作会員
吉川工業(株)
小川会員の後任 山内会員
千葉信用金庫
芝﨑会員の後任 松浦会員
(株)徳山ビルサービス
村上会員の後任 折田会員
千葉銀行
内山会員の後任

藤代会員

祐会員

公共イメージ向上委員会

奉仕プロジェクト委員会
委員長 岡野

委員長 大浦 芳弘会員

祐会員

今年度は、コロナ禍のおかげで何も活動できませんで
した。

R情報委員会
委員長 隈元 雅博会員
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、す べての会 員へロータ
リー情報をタイムリーに伝える
事により、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いた
だく。
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
１．6名(7名予定)の新入会員へ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．ロータリー情報の周知を図る事ができました。

今年度は、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」事を念頭
に取り組みました。しかし、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事にな
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べく活動しました。ただ、このクラ
ブ内での活動までもが、例会の中止や時間短縮により
計画通りとはいかないという、“もやもや”の残る結果と
なりました。
コロナ禍の終息が見通せない状況ではありますが、
今年度、残りの期間における活動を精一杯成し遂げる
と共に、次年度の委員会メンバーに着実な引継ぎを行
いたいと思います。次年度の活動に期待すると共に、
今年度の計画通りに進められず中途半端な活動になっ
てしまった“もやもや”解消のため、全力でバックアップ
させていただきます。

社会奉仕委員会
委員長 村上
代理発表委員 谷

進会員
浩司会員

きみつ愛児園のクリスマス会
は無事実施いたしました。子供
たちも喜んでいただけました。
君津駅前花植え事業はコロナの
影響もあり、周西中学校の参加
はなくなりました。10月は会員
の協力をいただき雑草の除去を
しました。5月の予定は、6月に
来年度が50周年という事で50
の文字を活かしたものを行います。詳細につきまして
は、決まり次第ご連絡いたします。枝豆収穫祭に関し
ては、コロナの影響のため中止にいたしました。歳末
チャリティーに関してもクリスマス例会が中止になりま
したので行いませんでした。福祉施設慰問活動への支
援も行われなかっため実施しませんでした。
来年度へ引き継ぎますが、コロナの影響も考えた事
業への移行も考慮したほうがいいかもしれません。

国際奉仕委員会
委員長 鈴木 荘一会員
代理発表副委員長 大住 昌弘会員
今年度国際奉仕委員会では
活動方針として国際親善に関わ
る団体・人々との交流を積極的
に行うと共に、地区補助金を活
用した国際奉仕事業を引き続き
継続し、国際理解、親善、平和
を追求すると掲げました。その
中での活動報告で活動計画1に
もありますように、委員独自で
様々な情報収集をし、クラブで情報を共有すると共に
国際奉仕事業を展開する、地区補助金を活用したスリ
ランカの浄水事業を計画実施する点について、コロナ
禍であるとはいえ実施できず申し訳ございませんでし
た。オンラインなど工夫して実施できるように次年度
引継ぎしたいと思います。
3の君津市国際交流協会の支援、協力については毎
回お願いしている卓話例会の設営・準備ができず開催
できなかった事、申し訳なく思います。
4の国際大会への参加につきましてはリアル開催は
できませんが、WEBで申込みを受けつけていますので
引き続きお申込みいただければ幸いです。

職業奉仕委員会
委員長 早見 秀一会員
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、
この目で見る事ができるの
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、会員の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
け持っていただ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
いたします。
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、1月に
計画しておりました八重原中学校1年生、そして、2
月に計画しておりました周西小学校6年生、すべて
中止となりました。今年度、職業奉仕としての活動
は、この3校の先生方とのお打合せのみとなりまし
た。誠に申し訳ございませんでした。次年度におき
ましても、感染リスクが大幅に軽減される事は無
いものと思われますので、ITを駆使したオンライン
講座・ウェビナーなどの検討も、次年度の委員の
方々にアドバイスさせていただきたいと思います。

青少年奉仕委員会
委員長 内藤 智介会員
１．ロータリー青少年指導者養
成プログラム(RYLA)への参
加会員事業所の青少年と当
クラブ会員、併せて10人の
参加を達成する。
残念ながらコロナ禍により
中止となりました。これま
で君津RCはRYLAセミナー
への積極的な参加と協力を
しており今回も多くの会員が協力をしていただい
ていただけに非常に残念でした。
２．君津RC杯少年野球大会への協力支援メダル授与
式への参加
RACの年次大会に参加が重なり、荒井会長、福田
幹事のご厚意に甘え、年次大会への参加を優先さ
せていただきました。ありがとうございます。
３．君津地域中学生英語コンテストへの協賛
今年度の案内はございませんでした。コロナ禍の
影響でしょうか？残念です。
４．他の委員会が開催する青少年が関わる奉仕プロ
ジェクトへの協力
①第13回全国RYLA研究会への参加
②青少年交換スプリングキャンプへの参加
③陶さんの青少年交換留学が来年度中止となりま
したが、形を変えてバーチャルオンライン留学とし
て進んでおります、現在イタリアとアメリカの青
少年が候補に上がっております。引き続き支援

を継続していきたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長 宮嵜

慎会員

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
リー財団の役割となっておりま
す。今年度はコロナ禍な事もあ
り、財団の役割・活動を深く理
解していただくための卓話の実
施など、情報発信の面で反省の
残る点はございましたが、1,000米ドル以上の寄付をい
ただいた方へのポール・ハリス・フェローの認証につい
ては、倉繁会員・猪瀬会員・佐々木会員・福田会員が
新たに認証され、武田会員がマルチプル・ポール・ハ
リス・フェローに阿部輝彦会員は2度目のマルチプル・
ポール・ハリス・フェローと、皆様のご協力をいただき
拡大する事ができました。また、当2790地区の重点強
化ポイントでもありました年次基金寄付に関しまして
も、1年を通じ会員皆様のご協力をいただき誠にありが
とうございました。

廣田

二郎

宮嵜

慎

早見

秀一

永嶌

嘉嗣

武田富士子

米山記念奨学会委員会
委員長 吉野 和弘会員
地区寄付、個人寄付、活動方
針、活動計画も会員皆様のご協
力ですべて終える事ができまし
た。※米山記念奨学生世話クラ
ブになり、国籍内モンゴル自治
区のウニバトさんを引き受ける
事になりました。カウンセラーは
廣田さんです。
報告させていただきました。
ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
今年度の理事会が今日で最後でし
た。理事の皆様、ご協力ありがと
うございました。
福田 順也
今年度の『委員会別の活動報告』各
委員長様、ありがとうございまし
た。
佐々木昭博
先日、勝浦市の某食堂に立ち寄った

梶山

健次

大森

俊介

遠田

祐治

倉繁

裕

日野

千博

のですが、店の入口にカギが掛かっ
ていて、店主の許可が出ないと入店
できない「人数制限」やトイレを使
う際も店主に申し出が必要で、誰か
が使う前に毎回消毒。自分のテーブ
ル以外に触れないよう、厳重注意！
などなど徹底したコロナ対策に感服
しました。
先週末、弊社従業員が肋骨を折る災
害を起こし、永嶌会員のところで処
置をしていただき、かなり回復して
きました。永嶌会員、その際は色々
とご配慮いただきありがとうござい
ました。
秋元様、ようこそ君津RCへ。共に
RC活動ができる事を楽しみにして
おります。
豊栄電業 秋元様、ようこそ君津
RCへ。共に楽しんで盛り上げてい
きましょう。クラブ協議会にて活動
報告をさせていただきました。
騙されやすい永嶌です。よろしくお
願いします。
コロナ禍と言えども、5月時はとて
も忙しい。会社の決算申告月でもあ
り、総会委員会が各団体ごとにあり
ます。特に先週は、月火水木金と毎
日開催されていました。ただし、す
べての会合、懇親会はありませんで
した。少々寂しくもありましたが、
早々に帰社(帰宅)できたので家に
帰ってから夕食の仕度はしました。
主人と二人仲良く食べました。
大規模ワクチン接種が始まりまし
た。コロナの終息を願うばかりで
す。
秋元さん、ようこそ君津RCへ。本
日、今年度活動報告をさせていただ
きました。残りわずか頑張ります。
秋元様、ようこそ君津ロータリーク
ラブへ。
新型コロナ、緊急事態宣言下のエリ
アではようやく、陽性者数が低減傾
向となり全国陽性者数も低減に転じ
ていますが、重症者については未だ
増加との事です。異変型による重症
化リスクを認識して、改めて丁寧な
対策をワクチン展開一巡まで徹底し
ていきたいと思います。
初夏のような気候ですが、今年も暑

松浦

広樹

岡野

祐

山内

雅夫

大森

敏隆

平野

原田

寛明

健夫

坂本

直樹

宮本

茂一

大木

建樹

折田

勝彦

伊藤

彰

隈元

雅博

い夏になると言われています。せめ
て自然災害が発生しない事を願うば
かりです。
君津支店に着任し。1か月が経ちま
した。地元企業の皆様のお役に立て
るように頑張ります。これからもよ
ろしくお願いします。
本年度活動報告をさせていただきま
した。早く通常通りになってほしい
です。
大相撲照ノ富士関、優勝おめでとう
ございます。怪我によるドン底から
の再起、復活、お見事だったと思い
ます。来場所の綱取り楽しみにして
います。貴景勝の頑張りも素晴らし
かったです。
直近、どうしても外せない会議があ
り、ロータリーに参加できていませ
んでしたが、今日皆さんの元気な顔
を見れて私も元気を貰う事ができま
した！
豊栄電業(株)秋元様、本日は君津
ロータリーにおいでいただきありが
とうございました。
先日、私も両親をコロナワクチン
接種に連れていきました。早く全
世界の方がワクチンを接種して、
自由に海外の方と交流ができるよ
うになる事を祈念するばかりで
す。
コロナワクチンの予約が市内でも始
まりました。混乱なく市民の方々に
接種が進む事を期待します。
席替抽選3回目、当たりました。最
後の残り1本だったので100％当たり
でした。何か良い事あるかも！！
土曜日に5か月ぶりに孫に会えまし
た。やっぱりかわいいですね。
いつも美味しいお弁当ありがとうご
ざいます。コロナのため、皆様とな
かなかコミュニケーションが取れま
せんが、よろしくお願いいたしま
す。
今年は、九州地方を始め例年より早
い梅雨入りとなり、君津地域も先週
からパッとしない天気が続いていま
す。熱中症とも相まって普段の健康
管理に気をつけるようにしていきま
しょうと言っています。
豊栄電業(株) 専務取締役 秋元直

別府

明人

大浦 芳弘

秋元 政寛

谷

浩司

川村

優子

大住

昌弘

内藤 智介

樹さんようこそ君津RCへ。今年度
の活動報告を発表させてただきまし
た。これからも地域貢献と世界平和
のためにロータリー活動を頑張って
参ります。
皆様、お疲れ様です。暑くなってき
ましたが頑張りましょう。
本日は「公共イメージ向上委員会」
の年度活動報告をさせていただきま
した。コロナ禍でクラブの活動自体
が中止、簡素化を余儀なくされた1
年であったと、あらためて思い返
す機会となりました。コロナの今後
は、なかなか見通すのが難しい状況
ではありますが、次年度こそは特に
50周年年度として、計画通りの活動
推進が可能となる事を願わずにはい
られません。
秋元直樹様、ご来訪ありがとうござ
います。君津RC周辺まちづくり、
アクアステーション地域活性化の夢
が広がりますね。
現・新合同理事会も本日で最後にな
り、次からは新理事のみでの開催と
なり、身が引き締まる思いです。不
安もありますが、良い経験となるよ
う頑張りますのでアドバイスをいた
だけると幸いです。
豊栄電業 秋元直樹さん、ようこそ
君津ロータリークラブへ。一緒に
ロータリー活動をする事を楽しみに
しています。
オリンピック開催式までもう2か月
を切りました。政治・経済面、安
全・衛生面、スポーツ競技面、色ん
な議論がされているのに、コロナ禍
の問題の方が大きく、なかなか盛
り上がりません。私自身は、オリ
ンピックのボランティアとして、
6/4(金)最終実地訓練があり、なか
なか接種券すら届かない中で何とな
くモヤモヤしたままで、やるべき事
はやっておこうという思いでおりま
す。この大会がどうなろうと、何か
レガシーとして残るものがほしいで
す。「何だったの、あれは？」では
寂しいですね。
5/6、私の記念日を迎え3年目に突
入しました。3年目の〜とならぬよ
うに余所見をせずに過ごしたいと思

内山貴美子

藤代

公成

阿部

輝彦

篠塚

知美

中野

賢二

います。また、5/7より当社も21年
目となりました。コロナ禍に負けず
22年目を目指します。
秋元さん、ご来訪ありがとうござい
ます。君津インターチェンジ周辺ま
ちづくり事業、署名活動、皆様、ご
協力よろしくお願いします。
先日、振込詐欺を窓口の女性が防い
だ事により、警察署より表彰してい
ただきました。未だ振込詐欺は減少
していない事より、皆様お気をつけ
ください。
5/20ワクチン接種、第1回目を市民
体育館で受けました。君津市のス
ムーズな対応に感心いたしました。
左腕が翌日まで痛みを伴いました
が、以降順調です。3週間後、6/11
に第2回目の接種です。
中野さん、職業奉仕委員会の活動方
針(案)ありがとうございます。よろ
しくお願いします。
ワクチン接種の進んでいる国では、
少しづつ効果がでてきましたね。今
年は「出前教室」を開催したいで
す。ワクチンに期待します。

「第23回ロータリークラブ杯君津市少年野球大会/R3.5.23」
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