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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　7月12日(月)ガバナー公式訪問に出席された皆
様、お疲れ様でした。当日は前日までの天気から一
転し爽やかな晴れとなり、絶好のスタートとなりま
した。
　11:00より梶原ガバナー、佐々木地区幹事長、鈴
木ガバナー補佐会長幹事、武田会長エレクト、大川
幹事エレクトのメンバーで、穏やかな感じの中懇談
会が始まりました。そこで梶原ガバナーから「君津
さんは地域の奉仕活動を通じて広報活動にも力を入
れていらっしゃると伺い、これからも地区に活動状
況などをあげていただき、頑張ってください」と
激励の言葉をいただきました。今まで会員の皆様と
行なってきた賜物だと思います。また、話の途中で
色々な質問を受けて僕が詰まると、武田会長エレク
トがすかさずフォローを入れてくれて大変助かりま
した。
　次に例会では、梶原ガバナーから地区の事、今年
度の指針について解りやすく卓話をしていただきま
した。
　クラブ協議会では、廣田研修リーダーの司会で始
まり、会員増強委員会の武田委員長、公共イメージ
向上委員会の原田委員長、社会奉仕委員会の谷委員

長、職業奉仕委員会の中野委員長の素晴らしい発表
があり、最後は秋元パストガバナーの心温まるお話
で締めるといった、君津ロータリークラブらしい協
議会だったと思います。
　地区内で一番目の、7月の公式訪問という事で、
会員の皆様には早い段階からご無理をお願いしまし
たが、こうして滞りなくガバナー公式訪問を終えた
事に感謝を申し上げます。ありがとうございまし
た。

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．モルック講習会案内

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜富津中央RC＞
　日時：7月22日(木)　休会
　理由：定款第7条第1節d項に基づく
　＜木更津東ＲＣ＞
　①日時：8月11日(水)　休会
　　理由：定款第7条第1節d項に基づく
　②日時：8月22日(日)
　　場所：アカデミアパークホテル
　　内容：親睦例会（8月25日の例会を振替え）

２．7月27日(火)第5グループ会長幹事会が開催されま
　  す。
　  場所：ハミルトンホテル
　  時間：15～16時
　  出席者：鈴木ガバナー補佐・荒井グループ幹事
　　　　　 福田グループ幹事・岡野会長
　　　　　 佐々木幹事

３．開発途上国の薬物乱用防止の活動募金箱を受付に
　  設置しています。ご協力をお願いします。　　　



４．次回例会は、プログラムが委員会別会議となって
　  います。各委員会の委員長を中心に今年度活動に
　  ついて、行事の内容や担当を再確認する時間にし    
　   たいと思います。宜しくお願いします。
 
〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．ロータリー日本100周年史の案内
４．日本のロータリー100周年記念誌の案内
５．スリランカクラブの案内
６．コーディネーターNEWS(8月号)
７．ハイライトよねやまNo.256
８．風の便り
９．第54回ローターアクト年次大会の案内
１０．第19回ロータリー全国囲碁大会の案内

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会

谷　浩司委員長

　社会奉仕委員会　委員長の谷です。梅雨が明け、い
よいよ夏本番となりました。梅雨の間に駅前花壇の雑
草が生い茂ってきましたので、来週26日(月)の例会後に
除去作業を行います。当日は、暑くなりますので帽子
など暑さ対策をしての参加をお願いします。よろしくお
願いいたします。

自　己　紹　介
馬場　孝弘会員

　この度、黒岩様にご推薦をい
ただき、7月より君津ロータリー
クラブに入会させていただきま
した高田工業所の馬場孝弘で
す。よろしくお願いいたします。
　簡単に自己紹介させていただ
きます。1970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。
　大学進学の為、神奈川県平塚市に出てきて初めて光
化学スモッグ警報を知りました。学生時代は暇を見つ
けては、アルバイトで稼いだ費用で友人と車で遠出を
行って来ました。目標は、車で全都道府県を走るとい

うものでしたが、達成できませんでした。青森・秋田に
はまだ行ったことがありません。北海道には行きました
が観光バスで移動し自分で車の運転はしておりません
ので、未だに全国制覇出来ておりません。達成は出来
ませんでしたが、全国に友人は出来ました。勉強の方
はと言いますと、アルバイトと車での遠出のため正月も
出てギリギリで単位を貰い、何とか卒業出来ました。
　福岡で就職するつもりで、東京で開催されたUター
ンセミナーに参加し、福岡に本社のある株式会社高
田工業所に入社しました。ところがUターンではなくJ
ターンとなる、東京と福岡の間の大阪(堺)配属となり、
約25年間堺で過ごしました。甲子園球場に足を運んで
いた為、阪神ファンになりました。
　1年8ヶ月前に君津に転勤になり、関東を満喫しよう
としたところコロナが発生し、自粛生活を続けている
次第です。
　私も阪神淡路大震災を経験しました。幸いにも堺の
被害は少なく何事も無かったのですが、神戸は酷いも
のでした。その中で復旧工事には携わりましたが、奉
仕活動が出来ているとは思えず後悔しておりました。
　ロータリークラブに入会させていただいたことを機
に、奉仕理念に基づき少しでも社会奉仕に携われるよ
うに頑張って参ります。皆様よろしくお願いいたしま
す。

お　礼　贈　呈
荒井潤一郎直前会長

　ホテル千成様へ

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 秋山さん、本日はようこそいらっ
　　　　　　　しゃいました。これからよろしくお
　　　　　　　願いいたします。
佐々木昭博 秋山大輔様、君津RCへようこそ！
　　　　　　　入会お待ちしています！
荒井潤一郎 今日は直前の慰労会ありがとうご
　　　　　　　ざいました。これからもロータリー
　　　　　　　活動頑張ります。



福田　順也 本日は直前会長・幹事慰労会の開
　　　　　　　催ありがとうございます。感謝して
　　　　　　　おります。
内山貴美子 荒井直前会長、1年間お疲れ様でし
　　　　　　　た。今日は楽しく飲めたでしょう　
　　　　　　　か？
遠田　祐治 いよいよオリンピックですね。テ
　　　　　　　レビに向かって一生懸命応援しま　
　　　　　　　す！
隈元　雅博 秋山社長、共にロータリー活動が
　　　　　　　できることを楽しみにしています。
　　　　　　　馬場会員、今後ともどうぞよろしく
　　　　　　　お願いします。2021-2022年度、岡
　　　　　　　野丸の初めての夜間例会ですね。楽
　　　　　　　しく語り合い、今後も地域貢献と世
  　 　　　　　界平和活動に邁進していきましょ　
　　　　　　　う！
小関　常雄 オリンピック開会にあわせるよう
　　　　　　　に暑くなりますね。熱中症に気を付
　　　　　　　けましょう。
谷　　浩司 梅雨も明け、早速の真夏の暑さと
　　　　　　　なり、草花が乾きはじめています。
　　　　　　　次の駅前花壇の花植事業に向けて、
　　　　　　　綺麗に元気良くしていきたいと思っ
　　　　　　　ていますので、協力お願いいたしま
　　　　　　　す。
山内　雅夫 いよいよオリンピックが開幕しま
　　　　　　　す。コロナ感染拡大のリスクはやや
　　　　　　　心配ですが、全力を尽くすアスリー
　　　　　　　トの皆さんを心から応援したいと思
　　　　　　　います。
馬場　孝弘 本日自己紹介させていただきまし
　　　　　　　た、馬場です。久しぶりに緊張して
　　　　　　　おります。今後ともよろしくお願い
　　　　　　　いたします。
秋元　直樹 馬場会員、自己紹介ありがとうご
　　　　　　　ざいました。暑い日が続いています
　　　　　　　。体調管理に気を付けてください。
廣田　二郎 荒井直前会長、福田直前幹事、1年
　　　　　　　間お疲れ様でした。ワクチン2回目
　　　　　　　接種による副反応(微熱＋倦怠感)で
　　　　　　　早退させていただきます。
吉野　和弘 直前会長、幹事役員の皆様ご苦労
　　　　　　　様でした。
阿部　輝彦 いよいよオリンピックが開催しま
　　　　　　　す。コロナ禍ですが、国民一人一人
　　　　　　　が協力して素晴らしい大会になるよ
　　　　　　　う祈念する次第です。
倉繁　　裕 荒井直前会長、福田直前幹事、お
　　　　　　　疲れ様でした。新型コロナ禍、運営

　　　　　　　面のお気遣いも大変だったと推察い
　　　　　　　たします。いよいよ東京オリンピッ
　　　　　　　クが23日に開会ですが、選手の皆
　　　　　　　さんには無観客でも、これまでのト
　　　　　　　レーニングの成果を発揮して活躍さ
　　　　　　　れることを望んでいます。
大森　俊介 荒井直前会長、福田直前幹事、1年
　　　　　　　間お疲れ様でした。
大森　敏隆 この暑さ、危険です。皆さん熱中
　　　　　　　症にはお気を付けください！
坂本　直樹 荒井直前会長、福田直前幹事、1年
　　　　　　　間お疲れ様でした。
釼持　純一 本日、四つのテストの唱和をさせ
　　　　　　　ていただきました。
大浦　芳弘 梅雨明けと共に連日の高温です。
　　　　　　　会員各位の職場でも熱中症防止に努
　　　　　　　めてください。暑い中ですが引き続
　　　　　　　きロータリー活動に精進します。
鈴木　荘一 先日はガバナー公式訪問お疲れ様
　　　　　　　でした。荒井直前会長、福田直前幹
　　　　　　　事、1年間お疲れ様でした。
猪瀬　　浩 梅雨も明けて猛暑が続く季節と　
　　　　　　　なってきました。マスクをするのも
　　　　　　　キツい状況となっていますが、依然
　　　　　　　として感染状況も治まる気配を見せ
　　　　　　　ず、今年いっぱいはまだまだ難しい
　　　　　　　のかなと思う次第です。この夏も熱
　　　　　　　中症と感染予防に気を付けていきた
　　　　　　　いと思います。
秋元　政寛 荒井直前会長、福田直前幹事、1年
　　　　　　　間お疲れ様でした。
中野　賢二 当社の協立工業　富津工場のスク
　　　　　　　ラップロボットを、聖火リレーが前
　　　　　　　を走る予定でオリンピック仕様に改
　　　　　　　造していたのですが、中止になって
　　　　　　　しまいました。今はリレー中止で　
　　　　　　　ショックを受けているロボに改造さ
　　　　　　　れています。
宮本　茂一 直前会長、幹事、役員の皆様、1年
　　　　　　　間大変お疲れ様でした！
永嶌　嘉嗣 荒井さん、福田さん、1年間どうも
　　　　　　　ご苦労様でした。
秋元ゆかり 皆様こんばんは。久しぶりの夜間
　　　　　　　例会、荒井直前会長、福田直前幹　
　　　　　　　事、1年間お疲れ様でした。ねぎら
　　　　　　　うと共に親睦を深めたいと思いま　
　　　　　　　す。
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