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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
前回お話した中の青少年奉仕、青少年の為の育成
プログラムのお話をします。ロータリーでは青少年
の為に、地域の若い人々を育てたり、支援したりす
る活動も積極的に行なっています。
①インターアクトクラブは、12歳から18歳の学生
を対象に、奉仕と国際理解に貢献する世界的友好
精神の中で、共に活動する機会を青少年に与える
為に作られています。
②ローターアクトクラブは、18歳から30歳までを
対象に、奉仕を志向する市民と指導者を育成する
為に設立されたロータリークラブが提唱する世界
的な団体です。2019年7月より、ローターアクトク
ラブのRI(国際ロータリー)の加盟が認められまし
た。
③ロータリー青少年交換は、国際理解と親善を促進
する事を目的として、15歳から19歳までの高校
生を対象に、1学年度間、または休暇期間中に海
外と交換交流する制度です。
④ライラ(ロータリー青少年指導者養成プログラム)
は、14歳から30歳までの青少年を対象に、若者
の指導者育成および善良な市民としての資質を伸
ばす事を目的としたプログラムです。
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当クラブでは青少年交換を今年度、陶(すえ)さん
の予定でしたが、コロナ禍で中止となり残念でし
た。ただ、一番残念に想っているのは本人だと思い
ます。まだ諦めず、次回もエントリーしたいと聞い
ていますので、応援してあげられたら良いと思って
います。
報 告
１．5月29日(土)鈴木会員の事業所、三木造園土木
(株)にて、駅前花壇の花植えを実施していただ
きました。当クラブ創立50周年にちなんで「50」
の文字を型取っています。また、佐々木会員の
事業所、(株)アドマスターにて、50周年記念の
看板を設置していただく予定となっておりま
す。ぜひ、ご覧になって下さい。
２．6月4日(金)15時より第5グループ新会長・幹事
会が開催されました。終了後、現・新合同会
長・幹事会も開催されました。当クラブより次
年度鈴木ガバナー 補佐、次年度福田グループ
幹事、岡 野会長エレクト、佐々木副 幹事、私
(次年度荒井グループ幹事)が出 席してきまし
た。後程、佐々木副幹事より報告をお願いしま
す。

幹

事

報

告
福田

順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かずさ市民応援団会員証2021(３．ガバナー月信(6月号)
＊P5 ロータリー米山記念奨学会委員会
鈴木委員長
＊P11 新ロータリアン(玉作会員、山内会員、折
田会員、松浦会員、藤代会員)
４．ロータリー手帳
５．コロナと洪水禍の里子たちへの支援のお願い
６．次年度活動計画書校正
＊次年度委員長へ校正依頼
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〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
〈木更津RC〉
①日時：6月10日(木)夜間例会を昼間の例会に変更
理由：コロナ感染拡大防止の為
②日時：6月17日(木)休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく
③日時：6月24日(木)休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく

入会式
豊栄電業(株) 秋元 直樹様

２．次週6月14日(月)例会前11時30分より、新理事会が
開催されます。新理事の方は、ご出席下さいます
ようお願いいたします。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．夜間例会の出欠の案内
４．ロータリー冊子(英語版)
５．財団NEWS(6月号)

入会者紹介
豊栄電業(株) 秋元 直樹様
紹介者 鈴木 荘一会員
この度入会する秋元直樹さんをご紹介します。
秋元会員とは、かずさマジックの幹事の会でお付き
合いがありまして、大変真面目な方で43歳という事で
す。お仕事一筋である事は分かるのですが、お仕事は
鉄鋼関連の電気関係のお仕事でソフトのシステムの開
発とハードの部分両方を備えた優良企業で少数精鋭で
お仕事され、ご自身も全国出張が多いとの事です、12
歳のお子さんを筆頭に3児の父親として、家庭でも子
煩悩で奥様にも信頼されている存在です。
少年時代より行なっている野球も趣味の一つで、お
子さんも野球をやられてその応援にも熱心ですし、最
近始めたゴルフもすでに100切目前という事で呑み込
みが早いです。
秋元直樹さんが入会され、当クラブの秋元姓が4名
という事になります。お父さんは元々市川出身でこちら
では縁もゆかりもないそうですが、地域に根差した活
動をされていくのだろうと思います。ぜひ当クラブの会
員としてお付き合いいただければと思います。

米山奨学生自己紹介
米山奨学生 ウニバト様
君 津ロータリークラブの皆
様、こんにちは。お世話になっ
ております。千葉大学院生のウ
ニバトと申します。今日は、母
国、留学理由、研究という内容
から簡単な自己紹介をさせてい
ただきます。どうぞよろしくお願
いいたします。
（1）母国
私の故郷は中国の内モンゴル自治区です。内モ
モンゴルの面積は広く、日本 の約3倍あります。
地 域の 特 徴としては内 陸アジアに所 属し、乾
燥・半乾 燥 地域と言われています。年 間 平均
降水量は50〜400mmであり、東京の年間平均降水
量1800mmの1/4しかないです。多くの地域では
水資 源が少ないので農 業 ができない、牧 畜が
適応していると言われています。東北地域に主な
生業として農業を行なっているモンゴル人 がい
ますが、内モンゴ ルで はアラシャー、シリンゴ
ルとホルンボイルという三つの大きな牧 畜を行
なっている地域 があります。その中のシリンゴ
ルのスニド左 旗 は私の故 郷で 、スニド左 旗 の
ヒツジ 肉 は 中国で一番人気のブランド 商 品に
なっています。それは中国国内でのみ販売され、
国際商品になっていません。内モンゴルの人口は
2,400万人 、その内モンゴル人 は 424万人 、約
1/5です。牧 畜を行なっているのが 主 にモンゴ
ル人です。モンゴル 語と中国語を話せます。
（2）家族
2018年に奥さんと結婚しております。奥さん
は中国北京にある中央民族大学の博士課程を修
了し、今は内モンゴル自治区の首府にある内モン
ゴル師範大学でモンゴル民族文化についての授

業を教えています。お母さんは、スニド左旗の政
府中心地で姉さんの子供の面倒を見て、学校の
迎えなどをしています。姉さんは三人います。み
んなが結婚し、牧畜をやっています。
（3）留学した理由
留学理由は主に二つあります。一つ目は、実は
日本におけるモンゴル牧畜についての研究は戦前
時代から始められており、その研究業績は世界
中 に 知られています。大学時代に日本の大 学
の先 生に 出 会う機会がありまして、先生から
「日本に留学して君 の研究を行った方がいいか
な」という誘いがありました。本当にありがた
いことで、それが日本へ留学した大きな動力に
なりました。二つ目は、小さい 頃から日本 のイ
メージが強くありましたし、国際的交流視野(感
覚)を見つけたいという事もあります。
（4）研究内容
専門分野は人文公共学、文化人類学です。研究テーマ
は「内モンゴルにおける牧畜民の定住化と砂漠
化(環境問題)」についてです。内モンゴルの牧畜
民は昔から遊牧生産を行なっていました。その
遊牧生産が乾燥草原に一番適応した生産方式と
言われています。しかし、1980年代に政府から
「土地の分配」など一連の定住政策を行なった事
により、今 現在の牧畜民は定住放牧 生産を行な
う事になりました。定住化が乾燥地域の砂漠化を
もたらす主な要因として考えられています。定住
化により牧畜の生業、生活、文化が変わっています。
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委員会報告
国際奉仕委員会
「スリランカ水害支援の協力について」
鈴木 荘一国際奉仕委員長
国際奉仕委員会から報告です。皆様ご承知の通り、
5月24日(現地時間)から降り続いた豪雨により、スリラ
ンカの南西部各地で洪水、土砂崩れが発生し、死傷者
を含む多数の被災民と物的被害をもたらしました。ス
リランカ政府によると5月28日時点の被害状況は、死者
151人、行方不明者111人、被災者は約44万人上ってい
ます。
地区のフェローシップ委員会のスリランカクラブで
も何ができるか検討いたしました。結果、スリランカク
ラブとして今できる事は、スリランカの現況をお伝え
し、できるだけ多くの寄付協力者を募る事となり、会員
皆様に水害報告をさせていただきます。会員皆様にお
かれましても、それぞれのお気持ち・お考えもございま
すのを承知した上で、少しでも多くの支援をいただけ
れば幸いです。
今期の活動報告として、クラブの活動報告として寄
付金のご依頼(コスモス奨学金の号外と里子への支援
の用紙)に加え、4月に開催した八日市場RCの浄水器を
寄贈いたしました、スリランカの病院の先生とのオンラ
イン卓話の週報、ガバナー月信5月号も添えて回覧させ
ていただきますのでお目を通していただければ幸いで
す。
コロナ禍ではありますが会員皆様におかれましては
お体ご自愛の上お過ごし下さい。

副幹事
「第5グループ会長幹事会報告」
佐々木 昭博副幹事
先週6月4日(金)に第2回次年度会長・幹事会及び新
旧会長・幹事会がホテル千成さんで行われましたので
ご報告させていただきます。
まず、次年度会長・幹事会では次年度鈴木ガバナー

補佐より、ガバナー公式訪問へ向けての流れをご説明
していただきました。また第5グループの行事予定とし
て、今まで年度前半に行っていた「ロータリー情報研
修会」を「地区ロータリー情報研究会」後半に行って
いた「インターシティミーティング」を「地区会員基盤
向上セミナー」へと双方名称を変更し、更に今までは
各グループ単位で行っていましたが、2グループ以上の
複数のグループにて行なう事に変更されたそうです。
日程は未定ですが、当クラブのある第5グループは南
房総地区の第6グループと合同開催する方向との事で
す。また前回第1回のご報告でもお伝えしましたグルー
プ行事が2つ。9月12日(日)海岸清掃を行う「環境保全
プロジェクト」と10月24日(日)に行います、ポリオ根絶
コロナ終息を祈願する「祈願プロジェクト」について、
どのような形で実行する事が公共イメージPRなど含め
効果的なのか？を話し合いました。この件については
今後、理事会や会員の皆さんのご意見も参考にしなが
ら更に具体的に話し合って行きたいと思います。
また、新旧の会長・幹事会では現ガバナー補佐であ
る富津シティRCの窪田ガバナー補佐から、今年度の活
動についての総括を中心にお話がありました。コロナ
に始まりコロナに終わる。終始コロナに悩まされ、十分
な活動ができなかった事に悔しさをにじませておりま
した。特に楽しみにしていた夜の親睦活動が、ほぼ全
く行なえなかった事を大変残念がっておられました。
以上、簡単ですがご報告とさせていただきます。

クラブ協議会
次年度活動計画発表
「原点に帰り、新たなる出発」
岡野

祐会長エレクト

１．2021-2022年度 国際ロータ
リー会長 シェカールメータ
テーマ「SERVE TOCHNGE
LIVES」
「奉仕しよう みんなの人生
を豊かにするために」
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、そして
人々の世話をして奉仕する事こそ人生最高の生き
方と言っております。また奉仕とは、自分がこの地
上に占める空間に対して支払う家賃であるという信
条を持っています。私達も奉仕する事が最高の幸
せと感じるよう活動していきたいと思います。
２．2021-2022年度 国際ロータリー地区ガバナー 梶
原等
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」
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の考えを
示し、その為には身近な地域から新しい変化を
起こそうと発表されました。私達のクラブは地域
貢献として親子体験枝豆収穫祭・君津 R C 杯 少
年野 球 会・きみつ愛児園クリスマス会・100年
バンド慰問演奏会・駅前花 植え事業・近隣小中
学校へのキャリア教育としての出前教室など様々
な奉仕活動をしています。今年度も各々活動をし
ていき、新しい変化を求めながら次世代へ繋いで
いけるような地域貢献をしていきたいと思います。
３．2021-2022年度 君津ロータリークラブ活動方針
テーマ「原点に帰り、新たなる出発」
当クラブは、今年度に創立50周年を迎えます。
私 達は 今 一 度 原 点に帰り、どのような想 いで
先 輩達がこの君 津ロータリークラブの歴史を 繋
いでこられたかを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 営がで
きるようにしなければと考えます。世界 は常に
新 しい変化をしています。私たちは常に新しい変化
をキャッチし、世界は私達に何を求めているか考
えながら、新たなる 出発をしたいと思っていま
す。その為には、会 員の皆様と共に一致団結を
して取り組 んでいきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いします。
自分がどんな困難に陥ろうとも、世界にはもっと困難
に見舞われている人がいる。その人の為に何かできな
いか、常にそう思う超我の奉仕の心を持ったロータリ
アンでありたいです。
では、次年度各委員長より次年度活動方針について
発表して下さい。なお、内容については次年度活動計
画書に掲載いたします。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
秋元直樹会員、一緒にロータリー
活動頑張りましょう。
川名 正志
先日は父の葬儀に際しまして、皆様
方にはお心遣いを賜り、誠にありが
とうございました。
川村 優子
秋元さん、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が
できる事を楽しみにしています。
内山貴美子
秋元さん、ご入会おめでとうござい
ます。ウニバト様、ご来訪ありがと
うございます。コロナ感染者が君津
で増加していますが、皆様お気をつ
け下さい。
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記念日の花、楽しみにしておりま
す。
秋元直樹会員、君津RC入会おめで
とうございます。共に君津RCを盛
り上げていきましょう。
秋元様、ウニバト様、ようこそお越
しくださいました。よろしくお願い
します。
聖火リレーが当社の富津工場の前を
走る予定で、マスコットロボットに
聖火を持たせて大改造をしました
が、中止になってしまいました。こ
れからまた改造です。『中止かよ
〜！！』と吹き出しを付けて、驚い
た顔にします。
本日は入会式ありがとうございまし
た。皆様と共に頑張って参りますの
で、これからご指導、ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
6月に入り、湿温が高くなり体調コ
ントロールが難しくなってきまし
た。しっかり食べ、休んで夏に備え
ていきましょう。
2021年度も残す所わずかになりま
したね。次年度は何とかRC活動が
できるように祈念するばかりです。
梅雨入りが平年より早まるのかと思
いきや、平年の梅雨入り日である今
日現在まだ梅雨入りの報がなく、早
くてもこの週末か次週とのこと。今
週は真夏日近くまで高温になるとの
報もあり、熱中症対策は万全に！で
すね。コロナもここにきて、ご家族
がPCR検査を受けた、体調を崩し
検査を受けるといった社員からの報
告が増えてきています。会員各位の
職場でも、熱中症とコロナに対する
万全な対策が必須ですね。
6月5日(土)に地元の自治会の人見女
性会の研修で久留里城に行ってきま
した。君津駅から電車で久留里線に
乗り換えて久留里駅より徒歩で行動
しました。1日1万5千歩を歩いた。
坂がきつかったです。杖を2本持っ
て歩いてきました。尻の下部が本日
痛い。昨日はなんでもなかったの
に。田丸宅にてお茶をいただき、雨
城楊枝の実演も見てきました。
豊栄電業(株)専務取締役 秋元直樹
さん、ご入会おめでとうございま

廣田

二郎

大森

俊介

玉作

朋之

黒岩

靖之

福田

順也

釼持
宮嵜

純一
慎

大木 建樹

別府

明人

藤代

公成

大住
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す。これから共に地域貢献と世界平
和の為にロータリー活動を頑張って
参りましょう。
ウニバト君、初のスピーチです。今
後共よろしくお願いします。弊社
社長が千葉県溶接競技会で2位(準優
勝)と3位でした。(ちなみに優勝は
山九さんと高田工業所さんでした)
秋元直樹会員、よろしくお願いしま
す。ウニバト様、ようこそ君津RC
へ。本日、国際奉仕の委員会活動計
画を発表させていただきました。あ
りがとうございます。
梅雨入りは未だですが、最近の梅
雨はスコール的な雨で、梅雨とは
言えない雨です。地球の気候変動
と思いますが、先々が心配です。
秋元直樹様、入会おめでとうござい
ます。これから一緒にロータリー活
動頑張りましょう。
秋元直樹会員、ようこそ君津RC
へ。共にロータリー活動頑張りま
しょう。
秋元様、入会おめでとうございま
す。共にRC活動頑張りましょう。
君津市内の数カ所にてクラスターが
発生している様子です。皆さん、細
心の注意を払って行動しましょう。
ウニバト様、自己紹介ありがとうご
ざいました。よろしくお願いしま
す。
君津支店に着任して2か月。ようや
く慣れてきましたので、地域の為に
なる事を積極的に行なっていこうと
思います。
6月4日(金)雨の中、築地市場跡で輸
送グループの実地訓練があり、久し
ぶりに自動車教習所の講師を横にス
ラロームやクランク等、手ほどきを
受けました。これまで随分いい加減
な運転をしていたものだと気付かさ
れ、良い経験になりました。実際の
活動が始まるまでに、ワクチンを打
ち終わりたいものです。
新型コロナウイルスのワクチン接種
が64歳以下の分まで始まりました
ね。早く全体が接種でき、安心して
生活できる世の中になってもらいた
いです。しかし夏場のマスクは悲し
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いですね。もう少しの辛抱です。頑
張りましょう！！
秋元会員、これから一緒に活動よろ
しくお願いします。ウニバト様、今
年一年よろしくお願いします。先
日、鈴木会員の協力のもと、君津駅
前花壇にきれいなお花が植えられま
した。活き活きとしていて、これか
らさらに咲き誇ると言わんばかりで
した。
秋元直樹会員、ようこそ君津ロータ
リークラブへ。私の記念日、誕生日
の会員の皆様、おめでとうございま
す。
全米女子オープン、日本人同士のプ
レーオフの結果、笹生優花さんの優
勝おめでとうございます。日本人ゴ
ルフファンにとってはサイコーのプ
レーオフでした。
秋元直樹会員、入会おめでとうござ
います。今後共よろしくお願いいた
します。ウニバトさん、よろしくお
願いいたします。全米女子オープン
ゴルフ、日本人が1、2位の歴史的快
挙、驚きました。国内トーナメント
を見ていても、次々と若手有力選手
が輩出されて、今後共さらに期待で
きそうで楽しみです。
秋元直樹会員、よろしくお願いしま
す。
今週11日に2回目のワクチン接種を
受けます。皆様にご迷惑をかけない
ように一安心です。早い終息を祈念
いたします。
コロナで活動制限がかかるように
なって一年以上経過しました。あと
どれくらい我慢すればよいのか…
Bリーグ、千葉ジェッツ優勝おめで
とうございます。3度目の正直とい
う事での初優勝ですね。元気を貰い
ました。今シーズンは応援に行けま
せんでしたが、来シーズンはワクチ
ン接種をして応援に行きたいと思い
ます。
秋元直樹様、ご入会誠におめでとう
ございます。共に君津ロータリーク
ラブを盛り上げましょう。
秋元直樹会員、ご入会おめでとうご
ざいます。またウニバト様、自己紹
介ありがとうございました。共に
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ロータリー活動頑張っていきましょ
う。よろしくお願いいたします。
本日は、豊栄電業(株) 秋元様、米
山奨学生 ウニバト様、君津ロータ
リークラブへようこそ。一緒にロー
タリー活動頑張っていきましょう。
本日、次年度活動計画を発表させて
いただきました。皆様、一年間よろ
しくお願いいたします。
秋元直樹会員、ご入会おめでとうご
ざいます。共にロータリー活動頑張
りましょう。
誕生日祝ありがとうございました。

