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1966年2月3日生まれの55才
で、横浜生まれです。地元の
小学校を卒業後、横浜高校へ
入学しました。その後は関東
美容専門学校に入学し、地元
の美容室に就職しました。卒
業後は東京六本木にて就職し
ました。
平成6年に君津市大和田に
て、金平糖の店を開店しました。平成21年には君
津市東坂田にてシュガーランプを移転・開店しまし
た。君津市にて26年営業し、現在に至ります。
家族は妻と長女がおり、趣味は気学とゴルフで
す。
君津RCには2012年に隈元さんの紹介で、黒岩さ
んが会長、宮本さんが幹事の年に入会させていただ
きました。ロータリー歴は今年で9年になります。
自分はロータリーのおかげで全てが変わりました。
生き方、物事の考え方、進め方、そして人に対する
接し方など、全て今までお付き合いいただいた会員
の皆様に教わりました。今後は教わったことを活か
して、ロータリー活動を頑張っていかなければと
思っています。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(７月)
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：8月12日(木) 休会
理由：定款第7条第1節d項に基づく
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：ハミルトンホテル上総
時間：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
よろしくお願いします。
３．次週8月2日例会前、11時30分より第2回定例理事会
が開催されます。理事・役員の方はご出席くださ
いますようお願いいたします。
４．活動計画書のP51会員名簿、坂井会員の勤務先名
称が(株)ホテル千成となっていますが、(株)を消し
てホテル千成のみに訂正してください。よろしく
お願いします。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．本日も先週に引き続き、受付に開発途上国の薬物
乱用防止の活動募金箱を設置しています。ご協力
お願いします。
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委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」紹介

原田

健夫委員長

１．はじめに
君津RCの会員になって通算
で丸5年が経過しようとしていま
すが、「ロータリーの友」をこん
なに真剣に読んだのは初めての
機会でありました。こんな私が
「ロータリーの友」を皆様に紹
介するのは気恥ずかしいばかり
ですが、7月号の記事をいくつか
紹介させていただきたいと思います。
２．記事紹介
１）メータRⅠ会長メッセージ(横組み：P6)
2021-2022年度国際ロータリーのシェカール・メータ
会長のメッセージ。会長が真っ先に掲げているのは会
員増強です。「Each One,Bring One」1年間で120万人
の会員数を130万人に増やそうではないか、と仰ってい
ます。ロータリーの仲間が増えたら、他者のことを思い
やる人が増え、みんなの人生を豊かにするために奉仕
する人が増えるのです。皆さんも、一度、じっくりと会
長メッセージを読んでみてください。会長がどんな思
いでRＩ会長を引き受け、この1年間、RＩをどのように
牽引していこうとしているのか、その一端が伺い知れ
ると思います。
２）電子版「ロータリーの友」(横組み：P46)
普段から「ロータリーの友」を熟読されている方は
既にご存じと思いますが、本紙の電子版がWEBで閲
覧できるそうです。私も早速スマホで閲覧してみまし
た。サクサクと記事が読めますので、皆さんも是非活
用ください。

４）明石 康(縦組み：P4)
有名な元国連事務次長の明石康さんのRＩ第2540地
区・地区大会記念講演会の要旨です。興味を持って読
み始めましたが、国連には出来ることと出来ないことが
ある、というのが結論的に書かれていました。確かにそ
うなのかもしれませんが、ナショナリズムの高まりによ
り国際的に緊張する場面が増えてきている中、誰が行
司役をやれるのか不安が一杯になりました。国際社会
の中にロータリーの精神をもっと広めていくことの重要
性をこの記事を読みながら強く感じました。
５）ロータリー アットワーク(縦組み：P21～)
最後に、日本各地のRCからの投稿写真・文章が
ROTARY AT WORKに纏められています。公共イメー
ジ向上委員会としては、本年度の活動計画として、地
域社会からの認知度向上、他クラブの方々に君津RC
をもっと知って貰うことを掲げており、当クラブの各種
奉仕活動をタイムリーに「ロータリーの友」へ掲載して
いただけるように活動を展開していきたいと考えてい
ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
岡野

祐

佐々木昭博
荒井潤一郎
内山貴美子

３）ガイ散策(横組み：P47)
6月号までの連載コミック「ポール・ハリスとロータ
リー」に続くコミックなのでしょうが、漫画に誘われて
ガイ・ガンディカーの記事を読んでみました。この中
に、日本でのロータリーの教本的役割を果たしていた
「A Talking Knowledge of Rotary(小堀憲助翻訳「ロー
タリー通解」)」という本の記事があります。この本を
入手したくなってネットで調べてみました。既に絶版
でしたが、2019年に復刻されているようなのですが、
Amazonではヒットせず。ロータリー文庫には所蔵され
ているようなので、入手して一度読んでみたいと思っ
ています。
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娘は学校の部活動でテニスをやっ
ています。色んな大会があります
が、1年、2年と一度も勝てず、3年
最後の大会で一回勝ちました！大変
嬉しいです。
皆さんお疲れ様です。本日の草取
り作業、よろしくお願いします。
やっぱりスポーツにはドラマがあ
りますね。感動をありがとう。
写真いただきました。ありがとう
ございます。本日は草抜き作業で
す。頑張りましょう。
ガバナー公式訪問の写真いただき
ました。
大リーグもオリンピックも日本選
手の活躍は励みになりますね。我々
も本日の草取りも元気よく頑張りま
しょう！これからもロータリー活動
を頑張ります。大当たりありがとう
ございます。
梶原ガバナー公式訪問の写真いた
だきました。ありがとうございま
す。
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今日は土用の丑の日の週というこ
とで、会長了承の上うなぎを提供さ
せていただきました。暑い夏に負け
ないように頑張りましょう！
うなぎ美味しかったです。ありが
とうございます。この後の草取りを
頑張ります。オリンピックは、全て
の選手頑張ってください。
無観客でのオリンピック開催で心
配しておりましたが、医療関係者、
ボランティアにも脚光が浴びる良い
大会になるのではないでしょうか。
応援します。
本日、駅前花壇の草取り、初参加
させていただきます。皆様どうぞよ
ろしくお願いいたします。
草取り作業頑張ります。
本日は委員会別会議ありがとうご
ざいました。草抜き作業、暑いです
が頑張ります。
例会終了後の草取り作業、頑張り
ます。
昨日は「屋台祭り」に参加してい
ただきました会員の皆様、ご来店誠
にありがとうございました。とても
大盛況でした。こういうイベントを
求めている人が多いなーと実感。ま
た時期をみて開催したいなと思いま
す。
ガバナー公式訪問の写真、いただ
きました。
国際奉仕委員会の活動にご協力よ
ろしくお願いします。
オリンピック、阿部兄妹の金メダ
ル感動しました。是非女子ソフトも
取ってほしいです。
社会奉仕委員会の皆さん、一年間
よろしくお願いいたします。本日は
雑草取りお願いします。お蔭様で台
風も逸れ、風もあるので作業しやす
そうです。
東京オリンピックで睡眠不足で
す。昨日の卓球混合、水谷・伊藤組
の奇跡の大逆転(対ドイツ戦)、感動
的でした。80才にして「最後まで
諦めてはいけない」貴重な教えをい
ただきました。
東京オリンピックが開幕しました
ね。中止か開催かを議論していまし
たが、アスリート達の頑張りを見る
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と、開催して良かったのかなと感じ
ています。それにしても開会式、も
う少し世界中の方が楽しめるものに
ならなかったものですかね。
オリンピック、テレビで応援して
いるだけで元気を貰えます。頑張れ
ニッポン！
ガバナー公式訪問の集合写真をい
ただきました。1年間、副SAAを頑
張ります。
ロータリー財団委員会として多く
の寄付を集め、ポリオプラスの支援
を促進します。
オリンピックの阿部兄妹の快挙に
は本当に感動した。更には関係者へ
の感謝の言葉など、日本人として誇
りを感じた。この勢いで「コロナ」
にも勝ちたいものである。
東京オリンピックが開会し、206の
国と地域から選手1万1千人が参加
する中、大会関係者で既に100人を
超える新型コロナ陽性者累計発生が
心配されます。男子サッカー、女子
ソフトボールなど、日本チームが活
躍する見応えのある競技がテレビで
多く視聴できました。感染対策を徹
底しつつ、各競技やり抜いてほしい
ものです。
本日の花壇の美化運動、熱中症に
注意して頑張ります。
皆さん、こんにちは。例会終了後
、駅前花壇の草取りがあります。暑
い中、花壇のお花が綺麗に咲いてい
ます。暑さに負けず、頑張りましょ
う。
ガバナー公式訪問の集合写真いた
だきました。ありがとうございまし
た。
ガバナー公式訪問の時の写真いた
だきました。
写真ありがとうございました。昨
日は猛暑の中、家周りの刈込み作業
をしました。これでお盆を迎えられ
ます。
本日の草刈り、暑いですが頑張り
ます。
オリンピックが始まりました。日
本人選手の活躍、楽しみですね。
我々も元気を貰って、暑さの中頑張
っていきたいと思います。
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本格的に暑くなりました。オリン
ピックでは阿部兄妹さすがですね。
感動しました。
写真いただきました。東京オリン
ピックが始まりましたね。コロナ禍
で厳しい状況ですが、無事に閉会式
ができますよう祈ります。
暑い日が続きますが、オリンピッ
ク選手を見習い頑張っていこうと思
います。
本日は草刈りがあります。長靴に
鎌を持って頑張ります。
やはりスポーツは清々しく良いも
のですね！

駅前花壇草取りの様子／ R3.7.26

