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乾　　杯
荒井潤一郎直前会長

2021-2022年度の第一例会として、荒井直前会長
の発声で乾杯を実施。

認証状・会長章の引継ぎ
荒井潤一郎直前会長
岡野　　祐会長

荒井直前会長から岡野会長へ認証状を引き継ぎ。

役員章引継ぎ式
宮嵜　　慎S.A.A.

荒井直前会長⇒岡野会長

荒井直前会長⇒遠田副会長

福田直前幹事⇒佐々木幹事



本年度の役員・理事紹介
岡野　　祐会長

会　　　長 岡野　　祐　 会長エレクト 武田富士子
副　会　長 遠田　祐治　 研修リーダー 廣田　二郎
幹　　　事 佐々木昭博　 会             計 藤代　公成
S.  A.  A.  宮嵜　　慎　 副　  幹　 事 大川　裕士
直 前 会 長 荒井潤一郎　 社  会  奉  仕 谷　　浩司
国 際 奉 仕 大森　俊介　 職  業  奉  仕 中野　賢二
青少年奉仕 秋元　政寛　 親            睦 坂本　 直樹

会長就任挨拶
岡野　　祐会長

　先程、認証状を引き受け、
また役員章をいただきまし
た。歴代の会長に比べて、全
てにおいて未熟な身ではござ
いますが、精一杯努力して参
りますので何卒ご支援の程よ
ろしくお願い申し上げます。

副会長就任挨拶
遠田　祐治副会長

　今年度、岡野会長のもと、
副会長を仰せつかりました(株)
テツゲンの遠田です。君津
RCに入り今年度で5年目を迎
えます。50周年事業の成功に
むけ、コロナで色々と活動が
制約されるとは思いますが、
しっかり勉強し、頑張ってい
きたいと思います。
　皆様よろしくお願いいたします。

幹事就任挨拶
佐々木昭博幹事

　本年度、幹事を務めさせて
いただきます佐々木です。職
業分類は看板業です。先日
は、50周年の看板を駅前花壇
に設置させていただきありが
とうございました。
　今年は、創立50周年記念事
業も控えている節目の年とな
ります。そんな記念すべき年
度の幹事をやれる事を重責ではありますが、光栄に
思い、岡野会長の良き補佐役となれるよう頑張って
いきます。
　1年間、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。

副幹事就任挨拶
大川　裕士副幹事

　本年度、岡野会長のもと副
幹事を務めさせていただきま
す大川裕士です。本日、初め
てお会いする新入会員の方が
多く出席されていると思いま
す。以降お見知りおきの程よ
ろしくお願い申し上げます。
佐々木幹事のもとで幹事の心
得えを勉強させていただき、
微力ながらでも補佐をし、次年度に繋げていきた
いと思っています。この1年でRCに対する理解を深
め、RCとは“何か”の認識を新たにし、そして知識
を広めたいと思います。
　会員の皆様、どうぞご協力の程よろしくお願いい
たします。

感謝状・記念品の贈呈
パスト会長章の贈呈

岡野　　祐会長

直前会長・幹事に感謝状及び記念品の贈呈



会長挨拶及び報告
岡野　　祐会長

　今年度、創立50周年の記念すべき年に会長と
いう大役を拝命しました岡野です。伝統ある君
津RCの会長として身の引き締まる思いでありま
す。
　来年の2月に行われる記念式典を会員全員にて
滞りなく行い、皆様と共に素晴らしい式典にした
く思っております。
　今年度RIのテーマは「奉仕しようみんなの人生
を豊かにするために」です。コロナ禍において、
ほぼ何も出来なかった奉仕活動ですが、今年度は
やらない選択よりやれる方法を探りながら、全員
で地域貢献、奉仕活動をしていきたいと思いま
す。若輩者ではございますが、1年間一生懸命務
めさせていただきます。
　皆様どうかご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い
いたします。

報　告
１．6月22日(火)きみつ秋花火執行部会長会議が開
      催されました。
      当クラブからは、平野会員が出席されました。
　　お疲れ様でした。

２．6月26日(土)ロータリー青少年交換認証式授与式
　　が開催されました。
　　当クラブからは前年度青少年奉仕委員会の内藤
　　委員長、今年度青少年奉仕委員会の秋元委員長
　　が出席しました。お疲れ様でした。

３．地区役員の委嘱状が梶原ガバナーより届いてお
　　ります。
　　地区諮問委員会委員　秋元秀夫会員

４．花壇の花が、50周年にちなんで「50」とキレイに
　　型取られていますが、部分的に枯れてしまった箇
　　所があります。購入先の石橋バラ園さんのご厚
　　意で、枯れてしまったお花の植え替えをしてく
　　ださるそうです。

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2021-22年度活動計画書
３．2021-22年度バッチ
４．ガバナー月信(7月号)

　　P5　ガバナー補佐紹介
　　　　(鈴木ガバナー補佐紹介：記　荒井グループ幹事)
　　P10　第2790地区会長幹事　掲載
５．ガバナー公式訪問時の来会プログラムとクラブ協
　  議会の内容(当日も配布します)
６．元会員、村上さんよりおいしい玉ねぎのお知らせ
７．君津屋台まつりのお知らせ

〈報　告〉
１．次週例会(7月12日(月))は「ガバナー公式訪問」です。
　  食事：12時00分
     例会：点鐘12時30分
　  クラブ協議会：13時15分～14時
　  場所：ホテル千成
     ＊なお、例会前11時より役員懇談会が開催されます。
      出席者は、岡野会長・武田会長エレクト・大川副
        幹事・私(佐々木幹事)です。よろしくお願いします。

２．新年度が始まりましたので改めてお知らせいたし
　 ます。例会を欠席される場合は、例会開催前の金
    曜日17時までに事務局までご連絡をお願いします。
   金曜日の17時までにご連絡いただけると、お食事を
   キャンセル出来ます。クラブの経費削減にご協力お
    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．ガバナー公式訪問出欠について
４．直前会長・幹事慰労夜間例会の出欠について
５．日本のロータリー100周年記念誌
６．ロータリー冊子(英語版)
７．ロータリー財団NEWS(7月号)
８．コーディネーターニュース(7月号)
９．風のたより(Vol.16)
10．きみつ秋花火2021開催中止について

委員会報告
米山記念奨学会委員会

廣田カウンセラー

　米山奨学生のウニバト君が7月末より約2か月、故郷
のモンゴル自治区へ帰郷されます。帰国理由は博士論
文である「中国内モンゴルにおける牧畜民の定住化と
砂漠化」の現地調査と入院されている奥様の見舞いの
為です。往復の旅費と自国入国時の2週間のホテル隔
離とその後2週間の自宅待機の為、7月と8月の2か月分
の奨学金が殆どすべて消えてしまいます。
　つきましては、9月末に日本に戻られた後の生活費を



クラブで少しでも賄えたらと思い、募金BOXを回させ
ていただきます。
　クラブの皆様の寛大なるお気持ちをお願いします。

入会者紹介
(株)高田工業所　馬場　孝弘様

紹介者　黒岩　靖之会員

氏名：馬場　孝弘(ばば　たかひろ) 
 
生年月日：昭和45年2月19日(1970年2月19日)51歳 

出生地：福岡県福津市  
 
現住所(住民票)：大阪府堺市   
 
現住所： 君津市大和田    

家族構成：子供4人(全員20歳以上　大阪)　 
 
趣味：野球観戦(甲子園球場)・最近出来ていないが体
        を動かす事、その他ゴルフ    
 
　昭和45年に福岡県宗像郡(現　福津市の田舎)に生
まれ、高校卒業まで田畑・川・海で跳ね回りその中、
小学2年生から中学まで野球漬けで過ごしていたせい
か、球技は得意でした。1988年に大学進学の為、神奈
川県平塚市に出て来て初めて光化学スモッグ警報を知
る。学生時代は暇を見つけ、アルバイトの費用で友人
と車での遠出を行うが全国制覇出来ず。(秋田・青森・
北海道は自分で走った事なし)その為、勉強を疎かにし
てしまいギリギリで卒業。(友人は全国制覇出来ました)
　1992年に福岡で就職をするつもりで、(株)高田工業
所に入社→大阪事業所(和歌山地区(堺)内)に配属、電
気炉の整備業務を2年経験し、近畿圏他所の建設工事
に従事(USJにも携わっていました)1999年から化学工
場の整備に従事しながら、建設工事対応を行い建設工
事・整備工事の異なる施工を学んで来ました。　
　2017年に和歌山地区(堺)内の事業所に戻り、製鉄所
内及び化学・建設工事の管理業務に従事。2020年10月
に君津支社に転勤(実質11月)エンジニアリング部に配
属となり、設備の多さに驚愕、まだまだ勉強中の身で
す。エンジニアリング部の部長、副支社長を経て6/29
付で支社長を拝命しました。
   
座右の銘：「継続は力なり」   
             小さい頃から飽きっぽい性格で、小学校時
　　　　 代の恩師にいただいた言葉(卒業前に色紙を
              いただき、現在も実家に保管) 

入会式
岡野　　祐会長

予算報告
佐々木昭博幹事

　本日の例会にて、今年度予算案について承認されま
したので詳細につきましては、本年度の活動計画書に
掲載いたします。

親睦委員会
私の誕生日・記念日

ニコニコＢＯＸ
岡野　　祐　 会員の皆様のご協力をいただきな

がら、佐々木幹事と一生懸命務め
させていただきます。1年間よろ

大木　建樹
秋元　秀夫
宮本　茂一
倉繁　　裕

39.
6.
30.
33.

7.
7.
7.
7.

1
3
18
24

S.
S.
S.
S.

S.
S.

7月の誕生祝

川村　優子
小関　常雄　
 

20.
36.

7.
7.
6
13

7月の私の記念日



しくお願いいたします。
佐々木昭博    いよいよ岡野年度のスタートです！

幹事として、しっかりとサポート
していきます。皆さん1年間よろし
くお願いします。

倉繁　　裕　  7月ロータリー新年度初例会、皆様
よろしくお願いいたします。米国野
球大リーグ、エンゼルスの大谷選手
の今朝の本塁打31号、両リーグ最
多、独走態勢に入りつつあります。
益々の活躍を期待するところです。

小関　常雄  　 馬場様、入会ありがとうございま
す。よろしくお願いいたします。

宮本　 茂一  　岡野会長、佐々木幹事及び新理事役
員の皆様、今年1年よろしくお願い
いたします。

川村　優子　 私の記念日にお花をいただきまし
た。ありがとうございます。

大木　建樹　   記念品ありがとうございました。
内山貴美子　  理事の皆様、改めてご就任おめでと

うございます。馬場様、ご入会おめ
でとうございます。ウニバト君、
来訪ありがとうございます。岡野年
度、本日からです。皆様一緒に頑張
りましょう。

荒井潤一郎　  いよいよ岡野・佐々木年度の始まり
ですね。ファイトー！！

折田　勝彦　  また災害が発生しました。昨今、い
つどこで災害が起こるか分かりませ
ん。十分対策し、備えたいと思いま
す。1日も早い不明者の発見を心よ
り願っております。

大森　俊介　 新年度も頑張ります。ウニバトさ
ん、ようこそ君津RCへ。馬場さ
ん、よろしくお願いします。

永嶌　嘉嗣　  本日、馬場さんへ初のR情報をさせ
ていただきました。ロータリーにつ
いての勉強をやり直しています。

秋元　政寛　  熱海の土石流による災害は、災害の
恐ろしさと、避難の判断の難しさ
を、改めて考えさせられました。亡
くなられた方のご冥福と、行方不明
者の無事をお祈りします。

黒岩　靖之　  岡野・佐々木年度のスタートです。
皆さん、盛り上げていきましょう。
本日、新入会員の馬場さんを紹介さ
せていただきます。皆様、よろしく
お願いします。

馬場　孝弘　  本日入会いたしました。よろしくお
願いいたします。

鈴木　荘一　  岡野年度スタートです。今年は50周
年もありますので、皆さんで盛り上
げましょう。

髙橋　雄一　  今年度、岡野会長、佐々木幹事、役
員の皆様、よろしくお願いいたしま
す。

早見　秀一　 岡野会長、佐々木幹事、2021-2022
年岡野年度、1年間どうぞよろしく
お願い申し上げます。

平野　寛明　 岡野会長、本年度スタートですね。
1年間よろしくお願いいたします。

大住　昌弘　  岡野会長をはじめ、2021-22年度新
役員の皆様、これから1年、ご苦労
も多い事かと思いますが、よろしく
お願いします。私は6/E社長を退任
し、引き続き取締役相談役として勤
務しますが、当面はオリンピック・
パラリンピックボランティアとし
て、14日間参加する予定です。

原田　健夫　  大雨でしたね。ここ15年間で4番目
の降雨量(1日当たり)だったとか。
これにより自然災害もまた発生。備
えがなかなか出来ていないようで
す。今日からRC新年度、今年こそ
はRC活動が正常に出来る事を祈念
しています。

大川　裕士 本年、副幹事を仰せつかりました大
川です。1年間よろしくお願いいた
します。明日、1回目の接種予定で
す。

谷　　浩司　  土曜日の大雨の影響が各地で出てい
ましたが、お陰様で、当社、社員、
お客様には大きな被害は出なくて
良かったです。まだまだ雨が続くの
で、油断せず注意していきます。

玉作　朋之　  熱海の土砂災害は非常に驚きまし
た。何が起きるか分からないもので
す。日頃より、考えられる自然災害
に対して、何らかの準備をしておく
事の大切さを感じています。

山内　雅夫　  週末の大雨は大変でしたね。各地で
大きな被害が出ています。君津地区
でも、避難された方も多くいたよう
で、お見舞い申し上げます。早く梅
雨が明け、晴れやかな天候の下での
祭典を楽しみにしたいと思います。

廣田　二郎　  いよいよ岡野丸の出航です。1年間
頑張って下さい。ウニバト君への寄
付に協力ありがとうございます。

日野　千博 　  右肩がずっと痛く、寝れない程に悪



化してきたので、あきらめて病院
へ。診察の結果、五十肩、全治1年
と診断されました。適度な運動を日
頃からやっておくべきだったと反省
しているところです。

松浦　広樹　  荒井直前会長、1年間お疲れ様でし
た。岡野新会長、どうぞよろしくお
願いいたします。

遠田　祐治　  大谷選手、大活躍ですね。毎日、テ
レビを見るのが楽しみです。

藤代　公成　  6月25日付で、千葉銀行の頭取が交
代となりました。新頭取は米本努で
す。よろしくお願いします。

吉野　和弘　   2021-2022年度、よろしくお願いい
たします。

伊藤　　彰　　7月に入り、新しい役員、理事の
皆様、今年1年よろしくお願いしま
す。

秋元ゆかり　　皆様こんにちは。久しぶりの例会で
本年度がスタートしました。本年度
もどうぞよろしくお願いいたしま
す。

篠塚　知美　　7月25日(日)に東坂田のけいひろ歯
科さんの駐車場をお借りして、周
辺の飲食店が5店舗集まり、屋台祭
りを開催いたします。よろしかった
ら、ご参加くださいませ。

中野　賢二　　7月に入り、高校新卒者の求人まわ
りを始めました。コロナの影響で求
人数を減らしている企業が多いそう
です。ワクチンでコロナが収束へ向
かう事を願うばかりです。

秋元　直樹　　馬場孝弘様、これからよろしくお願
いします。

小幡　　倖　　岡野年度スタートおめでとうござい
ます。コロナが収束し、本来のロー
タリー活動が出来るよう念じていま
す。4つのテストお世話になりまし
た。

大森　敏隆　　本年度の役員、理事の皆様、また新
規会員の馬場様、よろしくお願いし
ます。

隈元　雅博　  高田工業所　馬場孝弘さんようこそ
君津ロータリークラブへ。岡野会
長、佐々木幹事、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！

大浦　芳弘　  ロータリー新年度が始まりました。
コロナの影響を受けた活動にならざ

るを得ない状況ですが、可能な活動
には全力で臨みます。コロナワクチ
ンですが、やっと順番がまわってき
ましたので、昨日、市の大規模接種
会場で1回目の接種を受けてきまし
た。入念な準備と、これまでの接種
実績の成果でしょうか、会場に到着
してから接種後の待機終了まで、30
分かかりませんでした。今年も降雨
による大規模災害が発生してしまい
ましたね。当地でもいつ起こるかわ
かりません。会員各位も備えを万全
にしてください。

福田　順也　  いよいよ「岡野年度」始まりまし
たね。馬場会員、ようこそ君津RC
へ。共にロータリー活動がんばりま
しょう。

梶山　健次　  記念日、誕生日の方々、おめでとう
ございます。馬場会員、入会おめで
とうございます。


