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会長挨拶及び報告

2021.6.21

の基本理念を大切にし、実践できるように努力し
ていきたいと想っています。また、(木更津マジッ
クの選手の心得と同じですが)日々生きていく中
で、その一瞬に夢中になり、笑顔で爽やかな挨拶
をし、思いやりの心を持って活動し、ピンチを
チャンスに変える事を実践し、何事にも熱心に取
り組み、みんなが良くなる事を考えられるような
人間でありたいと想っています。
君津ロータリーは、どこのクラブにも負けない
品の良さ、礼儀の良さ、和気あいあいで、心地良
い雰囲気があり、組織、会員の質は高いと想って
いますし、他クラブからも羨む声を聞きます。
これからも常に感謝の気持を忘れず、このクラ
ブに育てていただき、学ばせていただき、人とし
て成長できる「機会の扉を開いて」いきたいと思
います。

荒井潤一郎会長
最後の会長挨拶をさせてい
ただきます。今年度の例会で
の会長挨拶は、ロータリーの
話をさせていただきました。
今更？と思う方もいたかと
思います。皆さんにとっては
知っているし、当たり前の事
だと感じたかもしれません。
ですが、毎回原稿を書いてい
るうちに、今まで以上にロータリーの事を理解で
きた事は、自分には凄くプラスになりました。4
つのテストを基本に「人として」を改めて沢山学
びました。
自分は木更津で育ち、木更津に本社があり、活
動範囲も木更津が多いので、本当は木更津か木更
津東ロータリーに入るのが普通だと思います。し
かし、こうして縁があって君津ロータリーに入会
し、会長まで経験させていただきました。おかげ
様で、木更津のクラブでは知り合えなかった方々
との出会いに、本当に感謝しています。また、今
までと違った仲間との交流で、新たなステージに
立っている事も実感しています。こんな出会いが
できる君津ロータリーで、これからもロータリー
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〈配布物〉
１．例会プログラム
〈報 告〉
１．きみつ秋花火実行委員会が開催されます。
日時：6月22日(火)18時〜
場所：君津市役所5階
出席：平野会員
２．2020-21年度、ロータリー青少年交換認証書授与式
が開催されます。
日時：6月26日(土)18時〜
場所：三井ガーデンホテル千葉４階
出席：青少年奉仕委員会 内藤委員長、秋元副委
員長、陶さん
３．会計監査・事務の引き継ぎを行います。
日時：6月28日(月)16時〜
場所：君津ロータリー事務所
出席：荒井会長・福田幹事・次年度岡野会長・次年
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度佐々木幹事・会計、松浦会員・監査、武田
会員・大木会員
４．次週は休会です。お間違いないようお願いいたしま
す。次回の例会(次年度の第一例会)は7月5日で
す。なお、例会前11時15分より入会者説明会が開
催されます。R情報委員会、推 薦者の方はご出
席下さいますようお願いいたします。また、11時
30分より第1回理事会が開催されます。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・第5グループ週報は次週まとめて回
覧いたします。
２．ガバナー公式訪問日の例会・クラブ協議会の出欠
について
３．夜間例会(直前会長幹事慰労会)の出欠について

国際ロータリー第2790地区 第5グループ
ガバナー補佐挨拶
窪田
謙ガバナー補佐
皆様こんにちは。
今期も後1か月を切りました
が、先週には最後の会長幹事
会を終えて、来期は君津ロータ
リークラブの鈴木ガバナー補佐
としてスタートとなります。
また、君津ロータリークラブ
さんは岡野会長と佐々木幹事で
来期がスタートとなりますが、来
期はホストクラブでもあり、50周年の節目の年でもあ
りますので大変だと思いますが、ぜひ有意義なロータ
リー活動を行っていただきたいと思います。また荒井
会長、福田幹事に置かれましては、1年間本当にお疲れ
様でした。来期は鈴木ガバナー補佐のもと、グループ
幹事として頑張ってください。
今期1年を振り返ると、とにかく今期は新型コロナウ
イルスの影響を受けた事で、思うようなロータリー活動
を行えなかった事が残念でなりません。7月に入り、ス
タートと同時にガバナー補佐緊急会議が開かれて、地
区グループ再編成の説明を受けて、ガバナー補佐公式
事前訪問において、各クラブの挨拶の際にグループ再
編成の説明をする事となり、我が第5グループは富津中
央RCと富津シティRCの2クラブが、次年度から第6グ
ループに移行する事になる事を説明して回ったのが最
初のガバナー補佐としての仕事でした。来期も私が、
地区から3年後のグループ再編成に向けての役員とし
て手伝うようにと依頼があり、活動する事となりました

ので、どうか皆様方のご理解とご協力をお願い申し上
げます。そしてガバナー公式訪問に対しては、木更津
東RC、富津シティRCでの2クラブ合同ガバナー公式訪
問がコロナ禍の影響で少し延期になった以外は、漆原
ガバナーをはじめ、地区役員の方と各クラブの皆様の
協力をいただき、滞りなく執り行う事ができました。そ
して何よりコロナ禍の中、情報研修会を開催できた事
が唯一良かったです。テーマ「今できるロータリー活動
を考える」を掲げて、今のコロナ禍の中、ロータリアン
として何を行うべきか、どんなロータリー活動ができる
のかを諸岡パストガバナーを講師として招き、講演を
していただきました。また、各クラブより代表で、今現
在のロータリー活動の現状と今後の活動に対して発表
していただき、漆原ガバナーの掲げたスローガン「クラ
ブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」にちなんで
情報研修会で学んだ事を各クラブに持ち帰って、ロー
タリー活動の実践をしていただきたく開催いたしまし
た。残念ながらIMに対しては、緊急事態宣言中のため
に中止とした事と皆様方と親睦の場を持てなかった事
が大変残念でなりませんが、唯一袖ケ浦ロータリーク
ラブさんだけは、自分が行くという事で表敬訪問の時
に急遽夜間例会にしていただき、皆様と一緒に密にな
らないようにお酒を飲んだのが最初で最後でありまし
た。本当にありがとうございました。
何より皆様方にご協力いただき、ガバナー補佐とし
て良い経験ができた事を大変感謝いたします。

メインプログラム
退任挨拶
荒井潤一郎会長
会長退任の挨拶をさせていた
だきます。コロナ禍で始まり、コ
ロナ禍で終わった一年でした。
緊急事態宣言等の制限の中、通
常例会は休会や時間短縮での開
催でした。また今日は、今年度
最後の例会で夜間例会としまし
たが、夜間例会は今年度初めて
という異例な年度となりました。
で、今日からまん延防止等重点措置の区域に入り、
酒類の提供ができなくなりました。残念というか、何な
の？というか、複雑な気持ちです。そのような状況で、
各委員会の行事も実行できない中、唯一の行事として
は、4月の甲府東RCとの合同親睦例会でした。初めて
会長らしい役目をさせていただきました。そして、会員
の皆様には、コロナ禍でのロータリーの活動・運営に
ご理解とご協力をいただき、積極的に参加していただ
いた事に対し、感謝しています。

次年度は、岡野会長・佐々木幹事のスペシャルコン
ビでの活躍に期待しますが、50周年式典、鈴木ガバ
ナー補佐の輩出等があり、慌ただしい年度になると思
います。会員の皆様には、今まで以上のご支援・ご協
力・ご理解をお願いしたいと思います。
最後に、自分を一年間支えていただいた会員の皆様
はもちろん、福田幹事、事務局の高島さんには本当に
感謝しています。次年度は、ガバナー補佐幹事として
活動しますが、会員の皆様はもちろん、福田幹事、事
務局の高島さんには、引き続きお世話になりますので
よろしくお願いいたします。
これからは、会長経験を活かして更に良いロータ
リー活動ができるよう、仕事もロータリーも頑張りたい
と思います。
一年間ありがとうございました。

岡野 祐会長エレクト
今年度、会長エレクトを務め
させていただきました。コロナ禍
において何も活動できませんで
したが、一つ思い出としては、甲
府東ロータリークラブとの合同
例会が開催でき、50周年のお願
いができた事が良かったです。
次年度は、荒井年度の想いを
しっかり引き継いで頑張ってい
きますので、よろしくお願いいたします。

福田 順也幹事
皆さん、こんばんは。
荒井会長のもと、2020年度、
幹事を仰せつかりました、福田
です。会員の皆様方には、一年
間大変お世話になり、誠にあり
がとうございました。感謝して
おります。
今年度はコロナ禍のため、枝
豆収穫祭、周西小、周西中学校
との駅前の花植え作業、周西中学校、八重原中学校
への出前教室の開催ができなかった事、とても残念で
す。6月に予定されていた、台湾での国際大会も早くに
宿泊地を押さえ、エントリーしておりましたが、コロナ
禍のため、バーチャルでの開催となってしまいました。
台湾への訪問も楽しみにしておりましたので、とても
残念です。
今年度の例会は、1月25日からコロナのため、約2か

月休会。3月22日から再開しましたが、時間短縮での例
会となりました。例会のプログラムは幹事が作成をす
るのですが、時間短縮のプログラムのため、皆様には
多々ご迷惑、ご不便をお掛けいたしました事、この場
をお借りしてお詫び申し上げます。また、多大なるご支
援、ご尽力をいただきました事、誠にありがとうござい
ました。
これからもご指導、ご鞭撻の程どうぞよろしくお願
いいたします。

佐々木昭博副幹事
一年間、副幹事を務めさせて
いただきました、佐々木です。
年度前半はやるべき具体的な
仕事も無く、何をしたら良いの
か逆に戸惑いましたが後半に入
り、徐々に次年度への準備が慌
ただしくなり、改めて次年度幹
事の重責を感じております。
次年度は、50周年記念事業も
控えた節目の年です。岡野次年度会長の良き補佐役に
なれるよう、次年度も努力して参りますので、皆様から
の更なるご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたしま
す。
一年間ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
窪田ガバナー補佐、最後の例会へ
のご来訪ありがとうございまし
た。また、一年間本当にありがと
ございました。
福田 順也
一年間お世話になり、ありがとう
ございました。感謝です。
窪田
謙
一年間大変お世話になりました。来
期は、鈴木ガバナー補佐と岡野会
長、佐々木幹事のもと、頑張って下
さい。荒井会長、福田幹事、お疲れ
様でした。
鈴木 荘一
窪田ガバナー補佐、ご来訪ありがと
うございます。荒井会長、一年間お
疲れ様でした。コロナ禍での運営は
大変だったと思います。ありがとう
ございました。支えた福田幹事もお
疲れ様でした。お二人には、次年度
の第5グループの運営にもご助力い
ただきます。よろしくお願いしま
す。
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窪田ガバナー補佐、本日はありがと
うございます。荒井会長、福田幹
事、コロナ禍での運営、本当にお疲
れ様でした。岡野会長エレクト、
佐々木副幹事、50周年の運営は大変
だと思いますが、皆で力を合わせ、
ロータリー精神で共に頑張って参り
ましょう！
荒井会長、一年間お疲れ様でした。
今年度は(も？)コロナ禍に振り回さ
れた一年でした。まだしばらくは、
感染予防に努めていかなければなり
ませんが、お互いに健康で頑張って
いきましょう。
緊急事態宣言解除後、本日からまん
延防止適用対象に君津市、木更津市
等がなり、しかも酒類提供時は1グ
ループ2名という想定を超えた厳し
い制約が表明され、今週、皆様方は
様々な調整に奔走されているのでは
ないでしょうか。自治体ワクチン接
種が比較的順調に進んでいる事がせ
めてもの救いです。
今日は夏至、昼が最も長い日という
事で、世界キリンの日でもありま
す。首を長くして待っているのは、
東京オリンピック、パラリンピック
の開催とワクチン接種ですね。世界
中の人達がコロナの心配をせず、楽
しく過ごせる日を楽しみに待ってい
ます。
君津市もまん延防止適用で、本日の
お酒は中止になってしまいました
ね。いつになったら皆さんと楽しく
飲食ができるのでしょうか。待ち遠
しいです。
いよいよかずさ4市も、まん延防止
等重点措置地域に指定ですね。コロ
ナ病棟が結構大変な状況、周辺から
の流入を止めるための措置等、色々
なお話をお聞きしますが、ある程度
の広範囲で考えて感染者増加を食い
止めないといけないという事でしょ
うか。いずれにしても、今しばらく
耐えるしかないですね。ロータリー
の新年度もしばらくはコロナの影響
を受けた活動にならざるを得ないで
すが、その中で何ができるかを考え
て活動に参加していきたいと思いま
す。
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荒井会長、理事の皆様、一年間大変
お疲れ様でした。コロナ禍で活動も
制限されて大変だったかと思いま
す。最後はお酒でお疲れ様乾杯をし
たかったです。一年間ありがとうご
ざいました。
窪田ガバナー補佐、ようこそおいで
いただきました。本日は2020-2021
年度最後の例会です。一年があっと
いう間です。
荒井会長、福田幹事、並びに役員の
皆様、一年間ご苦労様でした。ま
た、窪田ガバナー補佐も一年間ご苦
労様でした。
一年間、荒井会長、他の皆様、お疲
れ様でした。
荒井会長、以下役員の皆様、コロナ
禍での活動お疲れ様でした。窪田ガ
バナー補佐、ようこそ。一年間あり
がとうございました。
窪田ガバナー補佐、本日はありがと
うございました。荒井会長、福田幹
事、一年間お疲れ様でした。
荒井会長、福田幹事、一年間どう
もご苦労様でした。
荒井会長、福田幹事、並びに理事
役員の皆様方、一年間大変お疲れ
様でした。
まん延防止により、本日は懇親会も
できず残念です。早く日常が戻って
ほしいですネ！
窪田ガバナー補佐、ありがとうござ
います。荒井会長をはじめ、幹部の
皆様、お疲れ様でした。
荒井会長、福田幹事、一年間お疲れ
様でした。
窪田ガバナー補佐、本日は来訪あり
がとうございます。荒井会長、一年
間お疲れ様でした。岡野会長エレ
クト 、7月からよろしくお願いしま
す。
荒井会長、幹事の皆様、お疲れ様で
した。
荒井会長、福田幹事、理事の皆様、
コロナ禍の中お疲れ様でした。心よ
りご慰労申し上げます。
2020-21年度役員の荒井会長、福田
幹事他、皆様お疲れ様でした。一年
を通じ、コロナ禍に悩まされ、ご苦
労も多かったと思います。この後も
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引き続き、君津ロータリークラブの
活動活性化のため、ご尽力下さい。
荒井会長、福田幹事、並びに役員の
皆様、一年間大変お疲れ様でした。
遅れて申し訳ありませんでした。18
時と勘違いしておりました。ボケが
始まったのでしょうか。心配です。
荒井会長、お疲れ様でした。岡野新
会長、頑張って下さい。

懇親会の様子／ R3.6.21

