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る子供達の為という事がぶれてなく、熱意を持って
伝えれば分かっていただけるのではないかと思いま
した。
今年度の地区補助金を活用した事業が社会奉仕委
員会を始め、会員各位のご協力により無事に遂行で
きた事を感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。
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１．第4回理事会が9月6日に開催されましたので報
告をいたします。
①会計報告 異議なし
②9月の行事開催については緊急事態宣言が解
除されるまで休会とし、Zoom開催をS.A.A.に
て進める
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事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

2021.10.4

8月27日に行われた周西南中学校演奏会にお手伝
いいただいた方ありがとうございました。
緊急事態中ではありましたが政府の方針に則り、
学校関係者・文化ホールと何度も話合いを重ね、感
染防止を万全にした上、何事もなく終えた事をここ
に報告させていただきます。地区補助金事業として
行った今回の活動ですが、コロナ禍の活動という事
で地区でも興味を持っていただき、地区財団小委員
会の山崎さんが見学にこられました。
地区補助金とは、皆様からご寄付いただいた年次
基金等をロータリー財団で3年運用した後、シェア
システムにより活動資金として地区に分配され、そ
の分配された資金をクラブから申請されたプロジェ
クトに対して補助金を出すという仕組みです。クラ
ブとして地区補助金を申請する訳ですが、いろんな
制約や審査が厳しいです。特に今回のような楽器贈
呈だけでは、絶対審査は通らないです。実際に最
初は駄目出しをされましたが「子供達はこの楽器を
使って地域のお祭りに出向いて演奏したり、老人
ホームにも毎年、慰門演奏に行っており、地域の為
に頑張っています」と社会奉仕委員長の谷さんが地
区に何度も掛け合ってくださり、みごと満額の補助
金をいただける事になった次第です。今回思った事
は、たとえ単なる贈呈だったとしても、その先にい

国際ロータリー 会長
ガ バ ナ ー
ガ バ ナ ー 補 佐

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ホテル千成
Tel:0439-52-8511

③10月の行事開催について
＊親子体験枝豆収穫祭は、野外なので開催す
る。但し、収穫のみで食事は無し。参加者に
はペットボトルのお茶のみ配布する。
＊世界ポリオデー祈願プロジェクトは、人見神
社にて10月24日に実施する。
＊地区大会は会長・幹事のみ現地出席で、会員
はZoom出席となります。詳細は後日お知ら
せします。
④11月の駅前花壇の花植えは、予定の11月15
日が周西中学校の中間テストの為、29日に実施
します。
⑤旧 16号坂田交 差点の自立看板GLカットの
撤 去 について、劣化しておりとても危険な
状態なので早急に撤去工事を行う
(予算は一般会計：広報より)
⑥坂田八幡神社祭礼費について
例年通り賛助金を協力する(5,000円)
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２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ寄付
された、鈴木会員に感謝状が届いています。
第5回 米山功労者 鈴木荘一 会員
また、地区米山記念奨学委員長としてご活躍さ
れましたので、感謝状も届いていますのでお渡
しいたします。
＊この他、今年度ロータリー財団へ認証ポイン
トを利用して特別寄付をしていただいており
ます。ありがとうございました。
同じく公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
より当クラブにも米山功労クラブとして感謝状
が届いています。また、国際ロータリー会長
シェカール・メータより創立50周年に際し、お
祝いのメッセージが届いております。回覧しま
す。

３．国際ロータリー第2790地区梶原ガバナーより、
吉野会員へ委嘱状が届いております。
地区大会 決議委員会 委員 吉野和弘 会員
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
ガバナー月信(10月号)
かずさFMより地域のアンテナマガジン
＊数に限りがあります。

〈報 告〉
１．10月9日(土)親子体験枝豆収穫祭が開催されます。
詳細については後程、社会奉仕委員会の谷委員長
より報告していただきます。
２．10月12日(火)第5グループ会長幹事会が開催されます。
場 所：ホテル千成
時 間：15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．例会終了後は、13時30分より50周年記念実行委員
会を予定しております。実行委員の方は、ご出席く
ださい。
〈回 覧〉
１．第5グループ週報
２．君津RC週報
３．世界ポリオデー祈願プロジェクトの出欠について
４．RI会長シェカール・メータより50周年記念式典へ
のお祝いのメッセージ
５．会員名簿の校正(訂正がありましたら記載してくだ
さい)写真変更希望の方は、写真のファミリーにて
10月15日(金)までに撮影してください。
６．広報きみつ(補助金事業の周西南中学校の定期演
奏会の様子が掲載されています)
７．ロータリー日本100年史(在庫が沢山あるそうです。
ぜひご購入ください)
８．第1地域便り(9月号)
９．第2790地区ロータリー財団学友50周年記念行事の
出欠の案内
10．財団NEWS(10月号）
11．コーディネーターNEWS(9月号）
12．ハイライトよねやま(Vol257）
13．風の便り(Vol7）
14．バギオ便り(9月号)
15，ロータリー冊子(英語版）
16．ガバナー月信MONTHLY LETTER
17．地区大会報告書

入会者紹介

(有)光精工 秋山 大輔様
紹介者 大森 俊介会員

秋山大輔さんは、昭和48年生まれの現在48歳。大学
卒業後、(株)黒田精工に入社し、生産管理、研削業務
の修行をされた後に、現在は(有)光精工の代表取締役
として、本業の精密金属加工からその技術を応用した

健康器具製品の開発等に取り組んでおられます。
秋山さんと私は、(一社)かずさ青年会議所で知り合
い、それ以降15年以上の付き合いをさせていただい
ておりますが、偉ぶる事なく非常に謙虚な好青年だと
思っています。
地域貢献、社会貢献にも積極的で、法人会の活動や
お子さんの学校のPTA会長、書道の講師として地元
の学校で教壇に立つ等、多岐に渡り活躍をされていま
す。また、プロボクサーやプロキックボクシングの選手
として活躍されたり、CDデビューをする等積極的な一
面を活かし、会社が震災後に不景気になった際には、
いち早くクラウドファンディングを活用し、健康器具の
製造を行ったりしましたが、その様子が話題となりテ
レビ出演も果たしております。
そんな何事にも積極的な秋山さんは、ロータリーで
も一生懸命に活動してくれると思いますので、皆さん
よろしくお願いいたします。
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委員会報告
社会奉仕委員会
枝豆収穫祭について

親睦委員会
私の誕生日・記念日

S.
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谷

浩司委員長

開催日時
2021年10月9日(土)9：00～13：00予定
(雨天の場合、10日(日)に順延)
当日プログラム
8：30～ 9：00 テント、テーブル引き取り担当
資材引き取り後現地へ
9：00
君津商工会議所出発
10：00～10：20 開会式(司会：大浦委員)
①主催者会長挨拶(岡野会長)
②要領・注意 事項説明(谷委員長)
③公共イメージ向上委員会PR(原田
委員長)
国際奉仕委員会PR(福田委員)
10：20～11：40 枝豆収穫祭開始
11：40～11：50 閉会式(司会：大浦委員)
①副会長挨拶(遠田副会長)
②解散(一般参加者)

11：50～13：00

後片付け
現地撤 収 作業及び資機材返却(作
業終了後、各場所にて解散)

服装		
RC帽子、ポロシャツ、ジャンパーの着用をお願いいた
します。
持ち物		
飲食(お茶×1本を用意)、軍手、タオル、着替え、鎌・剪
定バサミ等、収穫袋
役割分担
〇テント、長テーブル(10月9日)
集合：8：30(3名)担当 高橋、黒岩、小関
積込：長テーブル4台、簡易テント4張
〇君津商工会議所集合者
出発：9：00 現地到着後
①運搬物の荷下ろし、テント設営、テーブルのぼりの
設置
②畑の区画(一般参加者分とRC会員分の区分け)
③コーンの設置
④来場者受付(内山さん、高島さん担当)
マイクセット1式、のぼり、備品1式(高島さんお願い
します)
⑤枝豆収穫
担当：①秋元(直) ②秋元(ゆ) ③内山 ④大浦 ⑤大森
(俊) ⑥大森(敏) ⑦岡野 ⑧川名 ⑨川村 ⑩隈元
⑪黒岩 ⑫小関 ⑬佐々木 ⑭坂井 ⑮篠塚 ⑯髙
橋 ⑰武田 ⑱谷⑲遠田 ⑳中野 ㉑馬場 ㉒原田
㉓宮本 ㉔山内 ㉕吉野 ㉖高島
現地集合
内山(水、水タンク、ブルーシート、のぼり旗棒、くい)
阿部・荒井・小幡・坂本・内藤・福田
片付け作業
現地使用の機材関係の積込(朝の集合場所毎に荷下ろ
しの手伝いをお願いします)
		
現地の役割分担〇が責任者
①全体総括
〇岡野、佐々木、谷
②荷下ろし
全員
③テント設営
〇黒岩、髙橋、馬場、中野

④テーブル・シート、のぼり設置
〇大浦、山内、坂井、川村
⑤来場者誘導
〇川名、篠塚
⑥受付
〇高島、内山、武田
⑦畑区画
〇吉野、大森(敏)、小関
⑧写真撮影、原稿
〇原田委員長、公共イメージ向上委員会にて対応お
願いいたします。
その他		
一般参加者(親子)52名、東日本大震災で避難されてい
る招待参加者5名及び会員家族等、総勢100名での開
催となります。当日、早朝より大変恐縮ですが、会員皆
様のご協力が必要不可欠な事業となっております。何
卒ご理解いただき、ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。

会員卓話
「私のカウンセラー日記」
廣田

二郎研修リーダー

潘婧
2012.4～2014.3(千葉大 医学部)
中国出身
2012.11・2013.11周西中学校の
出前教室の講師を務める。卓話
は2年間で5回行う(君津2回、千
葉港RC、館山RC、市原RC)学
生として、妻として、母として、
一人3役をこなすスーパーウーマ
ンでした。(夫も奨学生)館山RCでの卓話は始まる前は
館山RCの会員より「何故、中国の奨学生に卓話をさせ
るのだ」とクレームが付きましたが、卓話の内容で「私
は鶴の恩返しという昔話を聞いて、私もロータリ―クラ
ブで受けた恩をいつの日か返したい」と最後に涙なが
らに話し、会員より絶賛されました。
グエン・フーチン
2015.4～2017.3(千葉大 工学部)ベトナム出身
別紙
現在は、奥さんのリンさんとミン君(5歳)長男、アンちゃ
ん(1歳)長女の4人で千葉市内に住んでいます。長男の
ミン君が就学する前にベトナムに帰国予定です。
付 靖秋
2019.4～2020.3(千葉大 経済学部)中国出身

1年間だけのカウンセラーでしたが、母子家庭で育ち
しっかり者です。卓話では「私のキセキとキズナ」と
題して母国のことや、学校での生活や、研究内容を話
してくれました。今は、富士通に入社し大阪勤務で配
属先は大阪で同期は皆、東京配属なのを嘆いていまし
た。しかし1年が過ぎ、大阪にも慣れたようで、名所の
写真をLINEで送ってくれています。また、コロナが全
盛期の昨年12月には、中国の医療機関で使用している
マスクを送ってくれました。今でも使わずに家に飾っ
てあります。こんなところに彼の「キズナ」を感じてい
ます。
ウニバト
2021.4～2023.3 (千葉大 文学部)中国(内モンゴル自地区)
コロナの関係で例会も休会が多く、7月よりモンゴル自
地区に論文の資料収集に帰省しており、少々コミュニ
ケーション不足ですが、まだ1年半ありますので今後会
員の皆さんと共にコミュニケーションを図っていきたい
と思います。
最後に、カウンセラーとして4名の奨学生と接点を持
ち、ロータリーの会員との親睦とは違った経験をさせ
てもらいました。中国やベトナムの地域性、民族性、食
文化、生活文化等々、カウンセラーでなければ経験で
きない事が多く、また家族ぐるみでの交流ができた事
は本当に貴重な経験です。会員の皆さんも2790地区で
は、25～6名しかこの体験をできませんので、ぜひ手を
挙げてカウンセラーの醍醐味を味わってください。そ
れでなければ、奨学生の奨学金の原資である、米山奨
学生の特別寄付をお願いいたします。
グエン・フーチン君へ

カウンセラー廣田二郎

フーチン君、卒業、就職、結婚そして本日の米山奨
学生修了式おめでとう！本当は修了式に参加して、一
緒に涙・涙・涙のお別れをしたかったのですが。君津
クラブの45周年記念式典と同じ日で、私が実行委員長
として式に参加しなければならず、修了式は欠席で大
変申し訳ありません。その埋め合わせの意味もあり、ま
たお世話になった方々へのお礼もあり、2月に「卒業旅
行」と称して四国新居浜へ二人で旅行したよね。穏や
かに晴れた2月3日・4日、新居浜高専の先生方やお世話
になったボランティアのおねーさん方にお礼の挨拶に
出向き、フーチン君の人気の高さにビックリでした。い
ろんなところでいっぱい写真も撮って、良い思い出作
りができたと思います。
写真といえば覚えてる？フーチン君、5月の最初に
逢ったオリエンテーションの懇親会で二人で撮った写
真、カウンセラーが気難しい人だったらという心配が

全くないカウンセラーで安心したって言ってたよね。そ
の写真が余程気に入ったのか、その後の君津RC主催
の中学校の出前教室で最後「私の日本のとーちゃんで
す」と写真を生徒に見せてましたね。とーちゃんは恥
ずかしかったけれど本心は嬉しかったよ、大勢の生徒
が拍手してくれましたね。
拍手といえば覚えてる？フーチン君、昨年9月の結
婚式の事「結婚する」と5月に聞いてフーチン君はとー
ちゃんとかーちゃんに来て欲しかったみたいだったけ
どかーちゃんは行かないとの事で、ロータリーで参加
を募ったら9人のクラブ員が式に参列しましたね。新
居浜高専の同窓生3人も合流し、総勢12人の日本人が
ベトナムの結婚式に参列し、大変な賑わいと拍手でし
たね。結婚式の前日にフーチン君の自宅を訪ねたら、
フーチン君のお父様が真っ先にとーちゃんの所へ来て
お互いに言葉は通じないけれど、握手した温もりと笑
顔はとーちゃん忘れません。
笑顔と言えば覚えてる？フーチン君、とーちゃんの
町の祭りで神輿を担いだ時の笑顔。毎年7月に行われ
る祭りに、2回参加したよね。1回目は法被だけだった
けど、2回目は上から下まで祭りの正装で神輿を担いで
るフーチン君の笑顔、輝いていたね。(本当はあの祭り
の姿で結婚式に出たらウケると思ったのに…)自宅でお
ばあちゃんやかーちゃんと食べたお寿司が「美味い、
美味い」って笑顔で食べてくれたね。おばあちゃんが
体調を崩して入院した時、真っ先にお見舞いにも来て
くれたおかげで、おばあちゃんは大のベトナム好きにな
りましたよ。
書き出したらいろんな事があり、まだまだ思い出は
ありすぎます。4月からは新社会人として日本の企業で
働く事となります。辛い事、悲しい事、壁にぶち当たる
事も多々あると思いますが、そんな時は米山奨学生の
ロバーツ君やシェルパ君らと愚痴をこぼし合いながら
そしてとーちゃん、かーちゃんやおばあちゃんのところ
へ、話をしに来てください。美味しいお寿司を用意し
ておきます。できれば二人前を用意しておきますので
きれいな奥さんと一緒に「どうぞ」
本日は本当におめでとうと共にゴメンナサイ。

ニコニコＢＯＸ
岡野

祐

佐々木昭博

訳あって妻が入院してしまいまし
た。従って料理を作れない娘と私
は今、家の中で遭難中です。どな
たか、食べられる物を提供してく
ださい！！
秋山会員、入会おめでとうございま
す。共にロータリー活動を頑張り
ましょう！

茂田

梶山

永嶌

秀和
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嘉嗣

川名

正志
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雄一

鈴木

荘一

内山貴美子
坂本

直樹

吉野

和弘

川村

優子

大住

昌弘

中野

賢二

皆様、お久しぶりです。4月にヘル
ニアになり、動けなくなって半年が
過ぎてしまいました。ロータリーの
例会も半年ぶりです。転勤等で移動
になった方もいて、初めて顔を合わ
せる方も多くいます。秋山君も入会
するなんて…入会おめでとうござい
ます。ボチボチ出席しますので、よ
ろしくお願いします。誕生お祝いあ
りがとうございます。あっ！！6月
にいただきました記念日のお祝いも
ありがとうございました。
久々の例会出席となり、大変嬉しく
思います。誕生日祝いありがとうご
ざいました。
先日、ゴルフで釼持さんに見事にや
られました。宮本さんの元気な姿が
見れて嬉しいです。
誕生日プレゼントいただきました。
ありがとうございます。
早くコロナがウィズコロナとして収
まってもらいたいです。今日から
RC頑張ります。
11/12に第5グループのR情報研修会
があります。皆様、奮ってご参加く
ださい。
皆様、お久しぶりです。また、よろ
しくお願いします。
久しぶりの通常例会、皆様にお会い
できとても嬉しいです。皆様からパ
ワーを貰ってロータリー活動頑張り
ます。
誕生日プレゼントいただきました。
ありがとうございます。
秋山さん、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楽
しみましょう。廣田会員、卓話あり
がとうございます。
皆さん、大変お久しぶりです。9/1
に家内が鎖骨を骨折しあっという間
に10月になりました。入院～手術
にリハビリとあり、また君津でのリ
アル業務もあり、妻を伴い平日は君
津、週末は柏と車で往復。しばらく
週末は柏にて家事対応の為、ロータ
リーの行事は休ませていただきま
す。
先日、事務員の求人をハローワーク
に出したところ、数日で26人の応募
がありました。技能員は、数十万円

篠塚

知美

秋元ゆかり

福田

順也

秋元

政寛

廣田

二郎

隈元

雅博

小幡

倖

大森

俊介

宮嵜

慎

荒井潤一郎

玉作

朋之

かけてもダメな時もあるのに、事務
員になりたい女性は沢山いるんです
ね。
緊急事態宣言も解除されてやっと
お店を再開する事ができました。
ロータリーも例会再開、嬉しいで
す。
皆様、こんにちは。久しぶりの例
会、楽しみに来ました。本日もよ
ろしくお願いいたします。
秋元会員、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。
秋元会員、ご入会おめでとうござい
ます。共にロータリー活動を頑張り
ましょう。
かずさマジック、都市対抗野球本戦
出場決定おめでとうございます。
久々に痛快な試合を応援できまし
た。卓話をさせていただきました。
つたない話を聞いていただきありが
とうございました。
皆さん、こんにちは。かずさマジッ
クの第2代表決定良かったですね。
緊急事態も解除になり、やっと君津
ロータリーも本格的に動き出せるよ
うになりますね。力を合わせて記念
すべき年にして参りましょう。これ
からもロータリー活動を頑張りま
す。
宣言が解除されました。これで少し
づつ人流が動き出し経済効果を期待
です。リアル例会待ちの望んでおり
ました！！
かずさマジック、東京ドーム出場お
めでとうございます。暑い中応援し
て良かった。本日、秋山さんを紹介
させていただきました。よろしくお
願いします。
かずさマジック、都市対抗出場おめ
でとうございます。秋山会員、入会
おめでとうございます。RC活動を
共に頑張りましょう。
かずさマジック、悲願の本戦出場。
本当に良かったです。都市対抗は11
月28日～12月9日で開催予定です。
応援よろしくお願いします。
緊急事態宣言も明け、新規感染者数
も激減している状況ではあります
が、日頃の感染状況を怠る事なく実
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大森
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雅夫
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浩司

黒岩
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践し、感染拡大を防止していきま
しょう。
秋山大輔さん、これからよろしくお
願いいたします。
いよいよ待ちに待った、(ほぼ)通常
例会ですね。今週末には、2年越し
の枝豆収穫祭も予定されています。
コロナへの油断はできませんが、
ロータリー活動に注力いたします。
昨日、マリンスタジアムで都市対抗
野球の予選がありました。我がマ
ジックは、JFE千葉に快勝し、第二
代表として11月末からのドームでの
決戦に臨むことになりました。引き
続き、応援のほどよろしくお願いし
ます。
久しぶりに皆さんの元気なお顔が見
れて良かったです！少しづつ世の中
の経済がまわっていけば良いです
ネ。かずさマジック、東京ドーム進
出おめでとうございます。
かずさマジック、第2代表での都市
対抗野球本戦出場おめでとうござい
ます。昨日の試合は、よく打ち、よ
く守り、素晴らしい試合で元気をも
らいました。11月28日からの東京
ドームへ皆で応援に行きましょう。
かずさマジック、東京ドーム決まり
ました。当社の吉田選手も貢献でき
て良かったです。肉が食べたいと言
うので死ぬほど食べさせたいと思い
ます。
会員の皆様、お久しぶりです。会え
ると嬉しいし、元気が出ます！
緊急事態宣言も解除となり、自民党
総裁も交代し、世の中が大きく動き
出そうとしている中、金融機関も全
力で地域の為に頑張ります。
きれいな記念品ありがとうございま
した。家がまた一つ華やぎました。
秋山様、本日から共にロータリー
活動ができるのが嬉しいです。これ
からよろしくお願いします。10月9
日、無事に枝豆収穫祭ができそうで
す。ご協力よろしくお願いします。
秋山様、入会おめでとうございま
す。ロータリー活動楽しみましょ
う。かずさマジック、3年ぶりの都
市対抗野球南関東大会への出場おめ
でとうございます。優勝を目指して

倉繁

裕

頑張ってください。
かずさマジック、昨日の都市対抗野
球南関東大会で、第2代表が見事に
決まりました。3大会ぶりの東京
ドーム出場ですが、昨日の投打のバ
ランスの良い勝ち方で、本大会も力
強く勝ち上がってほしいものです。

「君津市立周西中学校の定期演奏会の様子 (R3.8.27)」

「環境保全プロジェクト／郡ダムゴミ拾い (R3.9.12)」

「9月27日のニコニコBOX(Zoomテスト例会にて)」
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本日はテスト例会にご参加いただ
きありがとうございました。会場
にも来ていただきありがとうござ
います。早く通常例会になります
ようにお祈りしてます。
本日のZoomテスト例会、いかがで
したでしょうか？早くリアル例
会だけで開催できるよう、コロ
ナが収まって欲しいものです。
S.A.A.宮嵜会員を始め、Zoom例会
の準備を行ってくれた関係者の皆
さんありがとうございました。
通常例会ができるよう、コロナの収
束をお願いします。
本日はハイブリッドですが、久し
ぶりの例会で嬉しい一日になりま
した。これからはメンバーとつな
がる機会がしっかりと取れると思
うと楽しく思いながら活動できま
す。
久しぶりの例会です。私はリアル参
加です。皆さんとお会いでき、有意
義な時間を過ごす事ができました。
本日の例会設営、お疲れ様でした。
Zoomとリアルでのハイブリッド例
会は初の試みでしたが、良かった
と思います。これからもロータリー
活動を頑張ります。
久しぶりの例会にワクワクしていま
す。
本日のZoomテスト例会に副S.A.A.
として会場入りしました。久しぶり
の例会場と多少の会員のお顔が見
られ良かったです。来月こそ、皆
さんと直接お会いしたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い申し上
げます。
お久しぶりです。今日、参加されま
した会員の皆様のお元気な姿を見ら
れまして、大変嬉しく思っていま
す。
今日は初めてのZoomテスト例会。
機械音痴なので会場に来て皆様に教
えていただきました。ありがとうご
ざいました。これからは自分ででき
るように練習します。
皆さん、こんにちは。今日はプレ
Zoom例会です。初めてで緊張して

福田

順也

大森

俊介

いますが、早見さんがいらっしゃる
ので心強いです。
委員会報告、各委員長様、ありがと
うございました。ロータリー活動頑
張ります。
本日は、テスト例会お疲れ様でし
た。新しい試みですが、状況に合
わせた対応でこの難局を乗り切っ
ていきましょう。

