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③11月からの例会について
＊ 11月8日の夜間例会はホテル千成での開催
を検討中
10月24日の政府の判断により決定する
＊ 15日の花植えは50周年記念式典委員会別
会議に変更(例会終了後、花抜き)
＊ 29日に周西中学校生徒と駅前花壇の花植
えを実施

今年度、我がクラブは創立50周年を迎えます。
正確には2022年3月9日です。式典は2022年2月26
日に行います。あと4ヶ月余りとなりました。そこ
で、皆様にはこれから50周年を意識していただき
たく、50にまつわる人物、出来事等を調べてみま
した。
先頃、首相が変わり、第100代岸田内閣が発足し
ましたが、では第50代は誰か?と言いますと、バカ
ヤロー解散で有名な吉田茂さんです。吉田さんは
45代の首相として第一次内閣を発足させ、48・49
代首相を経て第四次吉田内閣として第50代内閣総
理大臣に任命されました。
当クラブで今50歳は、梶山さん、中野さん、福
田さん、宮崎さんです。昭和46年生まれのいのし
し年です。
有名人だと藤原紀香、檀れい、千秋、木村多江、
パックン、西島秀俊、ユースケ・サンタマリア、博
多大吉、花田勝らです。
皆様これから50周年に向けて、色々な準備がご
ざいます。皆様と共に素晴らしい式典にしたく思っ
ています。どうぞ宜しくお願いいたします。

国際ロータリー 会長
ガ バ ナ ー
ガ バ ナ ー 補 佐

告

②退会会員と新入会員について
退会者：大木会員(10月1日付)
入会者：野中慎太郎(48歳)京葉銀行
推薦者：黒岩会員
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①会計報告(9月分)
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長

１．第4回理事会が10月4日に開催されましたので
報告をいたします。

【 出 席 報 告 】 免除者2名 休会0名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率

前々回の修正

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

2021.10.9(親子体験枝豆収穫祭)
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第3例会

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

④10月24日の世界ポリオデー祈願プロジェクト
祈祷料について
人見神社で実施(祈祷料：5万円)予算は広報
より
⑤地区大会議決(案)について
理事全員一致で、当クラブとして全決議案
を賛成とする
⑥第24回君津市福祉チャリティーゴルフ大会
への協力
例年通り3口(9,000円)賛助しました
当クラブより大会への参加者は4名
(1組参加)
⑦青少年交換留学生について進捗状況
陶さん、次年度留学に向けて準備中
引き受ける留学生のホームステイ先につい
て検討要
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⑧ZOOM例会機材費用について
ZOOMアカウント取得費用 年間22,110円
機材費用 31,196円
⑨指名委員会(次期役員選出)開催について
日 時 10月25日(月)例会前11時30分～
委員長 荒井直前会長
⑩その他
＊ 次回理事会開催日、場所について
11月8日(月)例会前11時30分～ ホテル千成
但し夜間例会開催の場合は、17時30分～
＊ ポリオポスター作成
予算：国際奉仕委員会より
２．10月9日(土)に親子体験枝豆収穫祭が開催され
ました。参加された会員の皆様、お疲れ様でし
た。後ほど、社会奉仕委員長の谷委員長より報
告をお願いします。
３．10月12日(火)に第5グループ会長幹事会が開催
されました。当クラブからは、鈴木ガバナー補
佐、荒井グループ幹事、福田グループ幹事、私
(岡野会長)、佐々木幹事が出席しました。お疲
れ様でした。後ほど、佐々木幹事より報告をお
願いします。
４．10月17日(日)第1回青少年交換オリエンテー
ションが開催されました。当クラブからは、青
少年奉仕委員会より秋元政寛委員長、茂田副委
員長、交換留学生の陶さんが出席しました。お
疲れ様でした。
５．国際ロータリー第2790地区 梶原ガバナーよ
り黒岩会員へ委嘱状が届いておりますのでお渡
しします。
RYLA実行委員 黒岩靖之会員

幹

事

報

佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．ロータリーの友(10月号)
２．第5グループ通信(Vol1)
３．50周年記念実行委員会組織表
４．50周年記念式典プログラム
５．君津RCについてのアンケート
(戦略計画委員会より)
〈報 告〉
１．世界ポリオデー祈願プロジェクト開催
日程：10月24日(日)
場所：人見神社
時間：9時(集合8時50分)
２．指名委員会開催
日程：10月25日(月)
時間：例会前11時30分～
３．50周年実行委員会開催
日程：10月25日(月)
時間：例会終了後13時30分～
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．会員名簿の校正
４．日本経済新聞社一面広告掲載について
＊ 10月22日朝刊全国版に一面でロータリーの広告
が掲載
５．世界ポリオデー祈願プロジェクトの出欠について
６．第5グループ情報研修会の出欠について
７．ロータリー冊子(英語版)
８．ハイライトよねやまVol259
９．風邪の便り(Vol7)
入会者紹介

６．戦略計画委員会より君津RCについてのアン
ケートを配布します。回答について宜しくお願
いします。

告

(株)京葉銀行 野中 慎太郎様
紹介者 黒岩 靖之会員

野中慎太郎さんを紹介します。
生年月日は1973年9月11日生まれの現在48歳です。
神奈川県川崎市生まれですが親も銀行員で転勤族
であった為、小さい頃は東京と神奈川を転々としてい
たそうです。小学校から高校生までは板橋区にお住ま
いで野球をやっていました。大学はスキーをやりたく
て専修大学北海道キャンパスに入り、1、2年の2年間は
年間100日以上も滑り特訓をしたそうです。競技大会に

も多々参加されて上位には入賞されなかったそうです
が、人には負けたくない、やると決めたことは諦めない
ことを徹底されました。その甲斐があって今でもスキー
講師を偶に引き受けることがあるそうです。大学3年以
降は東京に戻りアルバイトしながら学業に励んでご卒
業されました。
1996年に京葉銀行に入行し12支店を経験し、この10
月より君津支店長を拝命しました。支店長としては4店
目になります。銀行生活25年、営業最前線で目標と戦
い「人との出会いは財産である」、「人は人と出会うこ
とで成長する」と強く感じているそうです。
ご家族は妻と犬1匹で、千葉市稲毛区に住まわれて
います。
趣味は野球観戦、スキー、ゴルフ(週に2日、スクー
ルに通っているが上達はしないとおっしゃっています
が、野球、スキーで体感を鍛えていますので直ぐにう
まくなると思います)。
座右の銘は「思う気持ちは言葉を超えて」。これは
言葉から溢れる暖かな気持ち、相手を心から想う優し
い気持ちを持ち続け、人から喜ばれる仕事をしたいと
いう強い思いから大事にされているそうです。
この思いはロータリーの奉仕理念「他人を思いやる
心」と同じです。
今日から我々の仲間になられますので皆様、よろし
くお願いします。
入会式

自己紹介

(有)光精工

岡野

祐会長

秋山

大輔会員

弊社は昭和39年8月創業 主に半導体装置や工作機
械の精密金属部品を製造、試作品なども承っておりま
す。
千葉県富津市出身。大手機械メーカー入社後、生産
管理や研削業務に従事。
退社後、有限会社光精工へ入社し、NC旋盤・マシ
ニングセンタ・各種研削機で下請け精密金属加工の町
工場職人となる。

幼少の頃より手先が器用なほうであり図工や家庭科
が得意でした。小学4年生の時に父がフライス盤という
機械で平面カットの加工をしていたのを眺めていたの
ですが途中で0.01ｍｍの段差をつけて触らせてくれま
した。爪と指の腹で感じ取り、小学生当時線引きの１
ｍｍが最小だと思っていたのですが、これが１ｍｍを
100等分した段差かと感激したその感覚を今も鮮明に
覚えています。そんなわけで自然とモノづくりの世界
に足を踏み入れることになりました。
趣味は身体を動かすことで小中高と剣道をしており
ました。大学では同じアパートにボクシング部の先輩
が住んでおり、部員を増やしたいからということで入
部させられてしまいましたが次第にのめり込んでいき
ました。就職後にプロライセンスを取得しサラリーマン
ボクサーをしておりました。後楽園ホールでのデビュー
戦では減量の失敗からへろへろでリングに上がり4ラウ
ンドの最後にレフェリーストップで負けてしまいました
が第二戦は同じ相手にKO勝ちを収めることができまし
た。ゴングが鳴った後、興奮のあまりリング上で会場
内の音が消え目から入るすべてが白黒になったことを
覚えております。興奮が極限状態になると余分なもの
を受け入れなくなるのか分かりませんが後にも先にも
ない不思議な体験をすることができました。
ボクシング関係の方々に「凄かったね、チャンピオン
になれるから頑張れ！」などと称賛していただきました
が、1勝しかしていないのに既にチャンピオン気分で次
戦が決まっても練習に身が入らずに次戦ではあっさり
と負けてしまいました。同い年のイチロー選手は新記
録達成した日は喜びまくるが翌日にはリセットして記録
はなかったことにするというのを目にしてからはやはり
一流は違うなと反省し少しずつ参考にさせていただい
ております。
その後キックボクシングに転向をしましたが43歳ま
で続けることができたのも幾多の失敗があり格闘技か
ら多くのことを学ぶことができたからだと思っておりま
す。
痛みや悔しさはもちろん減量などの経験から健康の
大切さが身に染み、筋力や関節等の可動域確保の大切
さを理解することができました。
段々と年老いていく両親のことを心配し始めたとい
うこともありますが身体を自在に動かせることは年齢
関係なく全ての人の願いです。人生100年と言われる
中いつまでも健康でいたいものです。
製造業の立場としましてはどのような形で世の中に
お役に立てられるか分かりませんが私の夢は健康社
会の実現です。人、街を健康にする活動を行っている
ロータリーでこれから多くのことを学んで形にしていき
たいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。
愛読書はTarzan。
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委員会報告
「第5グループ 会長・幹事会の報告」
佐々木昭博幹事
先週10月12日(火)に第5回 第5グループ会長・幹事会
がホテル千成さんで行われましたのでご報告させてい
ただきます。
出席者は鈴木ガバナー補佐、荒井グループ幹事、福
田グループ幹事、各クラブの会長、幹事が参加しまし
た。
先ずは次年度ガバナー補佐の選出について。次年度
は木更津RCから選出していただく事となり、それ以降
の年度は元通りの輪番制に戻す事に決まりました。
次に11月に開催されます第5グループ ロータリー情
報研修会の詳細説明が御座いましたのでご報告させて
いただきます。日程は11月12日(金)、13：30点鐘、12：
30より受付開始。場所はかずさアカデミアパークホー
ル202会議室となります。テーマは「元気なクラブづく
り」と題して、会場参加プラスZOOM参加を合わせた
ハイブリッド形式にて行います。今までは入会5年未満

の会員がメインの対象でしたが、今年度は入会歴に関
係なく、全会員が参加対象となります。また、今回当ク
ラブはホストクラブとなりますので、出来る限りのご参
加をよろしくお願いいたします。
他、地区会員基盤向上セミナー(旧IM)については来
年の3月11日(金)に第6グループとの合同開催と言う事
で調整中。また、第5グループ親睦ゴルフ大会は来年5
月に開催する方向で準備する事に決まりました。
以上、簡単ですが 報告とさせていただきます。
社会奉仕委員会
枝豆収穫祭の結果報告

谷

浩司委員長

社会奉仕委員会委員長の谷です。
皆さんお疲れ様です。10月9日(土)の親子体験枝
豆収穫祭へのご協力及び参加ありがとうございまし
た。君津市民48名、ご招待3名、会員及び家族会員
40名、合わせての91名の参加となりました。天気
も良く皆さん喜んでいたように思います。
枝豆も、豊作のようで沢山の房を付けていまし
た。また、お子さんたちも元気に枝豆を引き抜いた
り、枝豆をもいだりとはしゃいでいました。
これもひとえに、皆さんが経験と機転によりご協
力していだたいた結果だと思います。心配していた
トイレについても、問題なく無事に終了いたしまし
た。重ねて御礼申し上げます。
その為、2年ぶりに楽しい枝豆収穫祭となりまし
た。
今回の枝豆収穫祭につきましては、精査し来年度
へきちんと引き継いでまいりますので今後ともよろ
しくお願いいたします。
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」の紹介

秋元

直樹会員

本日初めての「ロータリーの友」をご紹介させて
いただきます。不慣れによりお聞き苦しい点が多々
あると思いますが、何卒ご容赦願います。
今月は地域社会の経済発展と米山月間となってお
ります。
１．RI会長メッセージ 親愛なるチェンジメーカー
の皆さん(横組みP5)
「Each One,Bring One」(みんなが1人を入会させ
よう)シェカール・メータRI会長が当初より掲げて
いる会員増強です。ロータリーの仲間が増えれば奉
仕する心を持つ人が増えます。他の人々やその地域
社会をより良くするために、力を合わせてみんなの

人生を豊かにするために、1人でも多くの仲間が必
要という思いが感じられるメッセージ内容となって
おります。
２．特集 米山月間「よねやま」を知ろう！(横組み
P11～17)
米山記念奨学会に関する記事が掲載されておりま
す。名古屋錦RC金 翼水(キム イクス)さんが米
山記念奨学生だった頃の話の中で、私が特に興味を
持ったのが1998年のロータリーの友12月号に掲載
された「山月記」の虎と題した文章です。皮膚の色
や言葉、風習が違っても、人間の基本的理念は一つ
だ。お互いに理解しながら奉仕する心ですべての事
に挑むとき、言葉の壁が崩れ、異なる習慣も理解で
きるはずだと、とても感慨深い内容でした。また日
本ロータリーの創始者、米山梅吉さんの数々の功績
を米山梅吉記念館と共に紹介されております。
３．世界ポリオデー（横組みP36）
10月24日は世界ポリオデーの日です。当君津
ロータリークラブは世界ポリオデー祈願プロジェク
トとして、10月24日に宮崎会員の人見神社にて新
型コロナ感染終息等を祈願する事となっています。
４．グローバルとローカル(縦組みP4～8)
現代世界の中の「地方創生」ということで、前
千葉大学理事・副学長 山田 賢さんの講演要旨で
す。世界的な人口減少社会の到来が深刻化している
中、この課題に対処すべく政策レベルで先行したの
が「まち・ひと・しごと」の日本における地方創生
です。東京圏への人口の過度の集中の是正、住みよ
い環境の形成、地域における魅力ある多様な就業の
きかいと創出を一体化的に推進する事がうたわれて
います。また地域の固有な独自性をいかにブランド
として確立していくか、地元民には常識でも他から
見ると、とても魅力があるものがたくさんあると書
かれています。
５．ロータリーアットワーク(縦組みP19～23)
最後に全国各地のロータリークラブより活動内
容を投稿写真と共に纏められ掲載されています。
先日、当クラブも枝豆収穫祭を行い多くの方々に参
加していただきました。君津ロータリークラブの奉
仕活動を全国のクラブに知っていただく為にも、
「ロータリーの友」への掲載をしていただけるよう
に公共イメージ向上委員会として頑張って活動して
いきたいと思います。
以上で今月のロータリーの友のご紹介とさせてい
ただきます。ご清聴ありがとうございました。
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今月、結婚19年目を迎え、お花を
いただきました。ありがとうござ
いました。
急に気温が冷え込んできました。
にもかかわらず、昨日は朝から半
袖Tシャツで出かけてしまい、1日
寒い思いをして後悔しました。皆
さんも体調にはご自愛ください。
野中さん入会おめでとうございま
す。
野中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。
枝豆収穫祭、皆様お疲れ様でした。
野中さん入会おめでとうございま
す。ロータリー活動頑張ってくださ
い。
先週の枝豆収穫祭、お疲れ様でし
た。おいしくいただきました。野中
さんこれから宜しくお願いします。
先週の枝豆収穫祭、お疲れさまでし
た。楽しい1日でした。とてもおい
しくいただきました。急に寒くなっ
てきております。体調に気を付けて
活動しましょう。先週お祝いをいた
だき、ありがとうございました。
記念日のお花、ありがとうございま
した。色々ありましたし、あります
が、32年目に入りました。
小市在来の枝豆、大変おいしかった
です。楽しい企画、ありがとうござ
いました。また、誕生日祝いありが
とうございました。
本日記念日のお花をいただきまし
た。ありがとうございます。
10月8日は38回目の記念日でした。
RCから送っていただく花に大変喜
んでおりました。ありがとうござ
います。昨年の花(ラン)もまだ元気
で、今年のと並んで咲いています。
これから宜しくお願いいたします。
枝豆収穫祭、お疲れ様でした。いた
だいたお豆は、一部はおすそ分けし
て残りはその日に全部食べてしまい
ました。おいしかったー!
久しぶりの参加です。急激に寒く
なってきましたので、体調を崩さな
いよう気をつけましょう。
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野中様、君津ロータリークラブによ
うこそ。これから一緒に活動お願い
します。先日の枝豆収穫祭へのご協
力ありがとうございました。おかげ
さまで無事開催できました。これか
ら駅前花壇の予定がありますので、
宜しくお願いします。
急に気温も下がり、寒くなりまし
たね。皆様も体調に気をつけてく
ださい。今年はインフルエンザの
流行の懸念もあるみたいなので、
感染にも気をつけて頑張っていき
ましょう。
野中新会員、入会おめでとうござ
います。共に活動頑張って参りま
しょう。
先週は枝豆収穫祭、お疲れ様でし
た。家族で参加させていただきまし
たが、良い思い出づくりができまし
た。野中様ご入会おめでとうござい
ます。
急に気温が下がり、お腹の弱い私に
は厳しい季節となりました。来る
途中にセブンイレブンでTシャツを
買って中に着ました。
野中慎太郎様ご入会誠におめでとう
ございます。共にロータリー活動を
盛り上げましょう。
新型コロナ陽性者数が大きく低減、
今後とも、低位安定化することを
願っていますが、インフルエンザの
予防接種の時期にもなってきまし
た。朝の気温が低めになり、寒暖差
のある気候ですが、感染症への対応
を的確に行って、まずは、社会生
活、活動が平常に行える状況に戻る
ことを願うところです。
10/17(土)は地元のボランティア団
体の人達と手賀沼の畑で初夏に植え
たさつま芋と落花生(オオマサリ)の
収穫をしました。さつま芋は甘くな
るまで10日くらいかかりそうです
が、取れたてのオオマサリは畑のそ
ばでゆでたら、うっまい!また、持
ち帰った生の豆は、落花生ご飯にし
て、これまたうっまい。やはりとれ
たて、ゆでたて、炊き立ては最高で
すね。
寒くなってきました。風邪をひかな
いように気をつけます。
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すっかり秋をこして、昨日は急に寒
くなってしまいました。皆様、お体
ご自愛ください。
野中様、入会おめでとうございま
す。今後宜しくお願いします。寒く
なりました。皆様、体調管理には十
分お気をつけください。
急に寒くなりました。体調を崩さな
い様ご注意ください。
野中さん、ようこそ君津RCへ。こ
れから共に頑張ってまいりましょ
う。秋元会員、ロータリーの友の紹
介をありがとうございました。本日
を機にメンバーが一丸となり、50周
年度のクラブ運営と記念事業が成功
裏に終われるよう努力してまいりま
しょう。これからもロータリー活動
を頑張ります!
本日、京葉銀行君津支店長の野中慎
太郎を紹介させていただきました。
皆様、宜しくお願いいたします。
本日入会させていただきました。宜
しくお願いいたします。
先週まで気温25℃以上で現場は汗だ
くで仕事をしていました。昨日は残
業で夜中に帰ってきたグループは、
寒さに震えていました。夜は15℃、
湿度は70%が30%に下がりました。
防寒と加湿を行って、風邪に注意し
ましょう。

「親子体験枝豆収穫祭の様子 (R3.10.9)」

