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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　当クラブは昭和47年3月9日に木更津RCをスポン
サークラブとしてチャーターメンバー24名をもっ
て創立されました。同年5月15日RIの加盟認証を受
け、同年11月19日に約700名の参加で、日本製鉄君
津体育館において認証状伝達式が行われました。
(チャーターナイト)当時としてはすごい人数だった
と思います。
　そして創立から会員は、日本製鉄様と関連企業の
代表の方々、地元企業の代表、専門職の方々たちで
構成されていました。これは、双方の交流を円滑に
し融和をはかる事がクラブ運営の一大方針だったか
らだそうです。しかし君津市は早くからライオンズ
クラブが設立・発展しており、地元の中堅的な方は
殆どがLC会員だったため、会員集めに苦労された
みたいです。ではどうしたか。まずはその二世世代
を狙い、この次の時代はロータリーだ!!の掛声のも
と人を集めたそうです。
　日本製鉄様は当時の副所長様のご了解を得て樋口
組織人事部長が関連企業を取りまとめ、入会に至っ
たと記されています。
　記録には当時入会されていた関連企業様は吉川工
業様、大平工業様、高田工業様、三島光産様です。
そしてその後、鉄源様、山九様、日鉄運輸様が入会
しています。

　今も断続して会員になられており、素晴らしい事
だと思います。
　今年度の活動方針の原点に帰りの考えを元に過去
の資料を調べてみますと、設立以来会員一同一致団
結して、職業を通じて社会奉仕をすると言うロータ
リー精神は変わらなく受け継がれてきています。
　私達も今一度超我の奉仕の心をもって地域社会の
発展を願い、来年の50周年式典を迎えたいと思い
ます。皆様更なるご協力をお願いいたします。

会　長　報　告

１．10月22日(金)、地区補助金プロジェクトの一環
として周西小学校へ合唱用リボンを、社会奉仕
委員会の谷委員長、佐々木幹事、私(岡野会長)
で寄贈してきました。

２．10月24日(日)、世界ポリオデー祈願プロジェク
トが開催されました。
参加された会員の皆様お疲れ様でした。後程、
奉仕プロジェクト委員会の武田委員長より報告
をお願いします。(最終ページに写真掲載)

３．国際ロータリー第2790地区　梶原ガバナーよ
り内藤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　内藤智介会員



４．公益財団法人ロータリー日本財団より、認証状
及びバッチが届いていますのでお渡しします。
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋4　

廣田二郎会員
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋4　

釼持純一会員
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋2　

黒岩靖之会員
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋2　

宮本茂一会員
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋1

吉野和弘会員
新ポール・ハリスフェロー

髙橋雄一会員

マルチ・ポール・ハリスフェロー

新ポール・ハリスフェロー

５．国際ロータリー第2790地区梶原ガバナーより
クラブへの表彰と個人表彰が届いています。

　　　＜クラブ表彰＞
　　　　①100％ロータリー財団寄付クラブ
　　　　②「Every Rotarian Every Year」クラブ

　　　　③End Polio Now COA
　　　　④ロータリー米山記念奨学会功労クラブ
　　　＜個人表彰＞
　　　　ロータリー米山功労者メジャードナー
　　　　廣田二郎会員

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．地区大会プログラム
〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞

①日時：11月4日(木)　休会
②日程：11月11日(木)　移動例会

場所：オークラアカデミアパークホテル
内容：木更津東RCとの合同例会

③日時：11月25日(木)　休会

＜木更津東RC＞
①日程：11月7日(日)　9時45分～12時

場所：アカデミアホール
内容：モルック大会　11月3日の例会を振替え

②日程：11月11日(木)
場所：オークラアカデミアパークホテル
内容：木更津RCとの合同例会

11月10日の例会を振替え
③日程：11月21日(日)　9時50分～11時20分

場所：太田山公園
内容：桜の苗植え活動　11月17日(水)の例会を

振替え

２．明日11月26日(火)に第24回君津市
福祉チャリティゴルフ大会開催

　　場所：上総富士ゴルフクラブ
　　参加：岡野会長・佐々木幹事・内藤会員・秋元ゆ

かり会員
　　
３．次週11月1日(月)の例会は、定款第7条第1節ｄ項１

に基づき休会です。



４．11月8日(月)例会前17時30分～
第5回定例理事会が開催されます。理事・役員の方
はご出席下さい。

５．本日例会終了後、13時30分より50周年記念実行委
員会を開催します。
出席：実行委員会
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．第5グループ情報研修会の出欠について
４．地区大会YouTube配信のご案内について
　＊地区大会は11月1日(月)の例会の移動例会です。
　　可能な限りご出席ください。

５．地区大会表彰状目録
６．周西小学校への合唱用リボン寄贈の様子(写真)

自己紹介
京葉銀行　野中慎太郎会員

　みなさん、こんにちは。京葉
銀行君津支店の野中でございま
す。10月の人事異動で船橋の船
橋駅前支店より、異動して参り
ました。前任の支店長同様、宜
しくお願い致します。ロータリー
クラブの活動は初めてで緊張し
ておりますが、ロータリーの基
本理念を良く理解し会長の基本
運営に沿って君津市の飛躍、発展に向けて誠心誠意取
り組んでいきたいと考えております。私は「人との出会
いは財産である」「人は人と出会う事で成長する」と日
頃、考えており君津地域の経済を牽引されている皆様
と色々な意見交換をさせて頂き、前向きに頑張って参
りますので、ご指導宜しくお願い致します。
　初めに私の略歴を話しますと、平成8年に入行し、25
年間銀行員生活をし、12の支店や本部を経験していま
す。基本、営業畑最前線で日々、目標との戦いを今で
もしております。
　銀行に入行したのは、親や多くの親戚が銀行員であ
り、自然の流れで銀行に入行致しました。
　親が銀行員の転勤族でしたので、神奈川で生まれ、
東京の板橋等　住居は転々としておりました。
　現自宅は千葉市稲毛区に家を構えて住んでおりま
す。
　実は実母は埼玉県深谷市の出身でNHK大河ドラマ
である「青天を衝け」主人公である渋沢栄一さんの誕
生の地から500ｍの地に田舎があります。渋沢家は藍
物農家でしたが実母は深谷ネギの農家でした。

　私の最近の日課は犬の散歩と、ゴルフが上手くなら
ず、通っている週に2日のゴルフスクールが日課となっ
ております。特技はスキーであります。
　スキーについては、今年こそは大回転競技で入賞し
たいと毎年考えておりますが、コロナ禍の中で中々、
練習日程が組めていない状況にはあります。
　今後、皆様と色々な意見交換や親睦を図らせて頂
き、また、ロータリークラブを通じて奉仕の理念を実践
し地域貢献出来る様、頑張って参りますので、宜しく
お願い致します。

会員卓話
「今年1年を振り返って」

阿部　輝彦会員

　皆様こんにちは。
　私は2年前に入会させていた
だきました阿部輝彦です。
　1940年生まれの81歳、東京
高円寺で生をうけ、信州岡谷
への疎開を経て、戦後東京都
小平市に定住、小中高大と結
婚するまでの20年間、自然あ
ふれる街に住んでいました。
　ロータリー歴は1999年4月、東京南ロータリーに
入会。途中7年間那覇ロータリークラブに在籍して
いましたが、又東京南ロータリークラブに再入会、
22年のキャリアになります。ロータリーでは「親
睦と奉仕」という会社組織では学べない会社の仕
組の一端を学びました。会員増強委員長として年間
25名の会員を入会させたのはいい思い出です。
　今日の卓話のテーマは「今年一年を振り返っ
て」。まだ2ヶ月余りありますが、今年ほどコロナ
に始まりコロナで終わりそうな1年はいまだかつて
経験したことがありません。それほど強烈なコロナ
禍です。志村けんさんが、千葉真一さんが亡くなら
れました。合掌。その中で強行されたオリンピック
開催。大学卒業までの翌年の1964年、東京オリン
ピック開催では、選手として出場できませんでした
が、2ヶ月間フェンシング協会の役員としてボラン
ティア活動をしていたのが昨日のように思い出され
ます。学生時代(慶應大学)全日本優勝をしたフェン
シングは、見ているだけで血が騒ぐ、そのフェンシ
ングがなんと金メダルを取りました。しかも日本人
が最も不得手とするエペ部門です。(フェンシング
にはフルーレ・エペ・サーブルの3種目があります)
感動です。興奮で朝まで眠れませんでした。エペは
全身どこをさしても得点となりリーチが有利な種目
です。それを克服した日本人選手に拍手喝采です。
生きてて良かった。後輩フェンサーに感謝です。



　80歳という傘寿はコロナ禍で祝事は一切なく、9
月2日を迎えました。81歳は半寿とも磐寿とも云わ
れささやかな祝事があります。お手元の18才と81
才のジョークは友人からのプレゼント。思わず思い
あたる節もあり、気持ちも新たに自戒の念にかられ
ました。(恋に溺れるのが18才、風呂に溺れるのが
81才。自分を探しているのが18才。皆が自分を探
しているのが81才等々)
　私が入社した頃のテレビ局はテレビの黎明期でし
た。猛烈に働いた自負があります。「番外地」とい
われたテレビ東京(当時は東京12チャンネル)の社員
として他社に追いつき追い越せと必死の日々でし
た。
　やがてテレビの成長期が訪れてバブル時代に便乗
して多くの恩恵を受けました。その仲間の一人とし
て電通がありました。大学の先輩、同期、後輩達、
その多くが今日の私の人脈に繋がっています。電
通の中興の祖、吉田秀雄さんの「鬼の十則」(皆様
にお配りしてあります)多くの事を教えていただい
た原典です。会社の後輩にも教材として利用しまし
た。その中で私が今もって座右の銘としている訓話
があります。「周囲を引きずり回せ！引きずるのと
引きずられるのとでは、長い間に天地の開きができ
る」要は仕事は一人では出来ない、一人でも多くの
人を巻き込んで、いい仕事をしなさいと解釈してい
ます。
　さはさりながらビジネスに不可欠なのは、健康
な体です。おくばりした健康十訓は、江戸時代か
らの有名な言葉です。特に私の心掛けているのは
「少塩多酢」(塩分を少なく酢を多く)少食多嚙(満腹
になる迄食べず、よく噛む)よく寝る、よく歩くこ
とです。毎日5時起床、小糸川沿いを愛犬と歩き、
6時30分から近くの公園でラジオ体操、雨の日も公
園の中にあるあずまやで決行、素敵な君津市民に感
謝。
　私が東京から君津に引越しをして来て、2年にな
ります。空気の美味しい、この美しい素敵な町、小
糸川と共に暮らす日々は私にとって至福の日々で
す。
　フィンランド発のニュースポーツ「モルック」
の普及啓蒙の為、12月4日(土)には、君津市内内箕
輪運動公園で君津市長杯第一回モルック大会が開催
されます。更に来年の3月12日・13日には同じ場所
で、君津市制50周年の掉尾を飾るにふさわしいイ
ベントとして、第二回モルックアジア選手権大会の
誘致が決定致しました。皆様のお力添えを頂き盛り
上げてゆきたいですね。
　今年も残り2ヶ月間、来年こそいい年であります
様に、残されたこの2ヶ月間、ゆるやかな助走で
年初からホップ、ステップ、ジャンプと大いなる

2022年、飛躍の年にして下さい。ご清聴ありがと
うございました。

ニコニコＢＯＸ
岡野　　祐 緊急事態が解除されました。来

月、夜間例会を計画しておりま
す。皆様楽しみにしていてくださ
い。

佐々木昭博  ポリオ撲滅・コロナ終息祈願プロ
ジェクトへのご参加ありがとうご
ざいました。願いが届く事を祈
ると共に、ポリオ撲滅を達成する
ための行動もしていこうと思いま
す。阿部会員、卓話ありがとうご
ざいました。

武田富士子 昨日10月24日世界ポリオデーポリ
オ撲滅祈願式に参加くださいました
皆様お疲れ様でした。本日8月生の
私、誕生日プレゼントをいただきま
した。正直自分の年齢を忘れてしま
います。今日が一番若い私です。明
日は1日、歳をとるのですね。

大森　俊介 先週、誕生祝いただきありがとうご
ざいました。阿部さん会員卓話あり
がとうございました。

秋元　政寛 先週は誕生祝をいただきありがとう
ございました。歳を重ねられた事に
感謝!!

福田　順也 野中会員、ようこそ君津RCへ。阿
部会員、卓話ありがとうございまし
た。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。昨日祈願プロジェ
クトに参加させていただきました。
貴重な経験をさせていただきありが
とうございました。

秋山　大輔 寒くなってきましたのでビタミンC
をたっぷり摂って風邪を予防したい
と思います。

藤代　公成 今週末は、衆議院選挙。高校3年の
娘が初めての選挙で、家族で誰に票
を入れるか議論をしました。職場の
メンバーにもなるべく投票するよう
にと促しています。

廣田　二郎 10月24日ポリオ撲滅祈願は感動し
ました。奨学生のウニバトも喜んで
いました。

鈴木　荘一 皆さん君津モルック大会が12月4日
に開催されます。ふるってご参加く
ださい。

松浦　広樹 記念日のお花ありがとうございまし



た。妻が私よりも喜んでいました。
小幡　　倖 昨日は祈願プロジェクトお疲れ様で

した。天気も良く最高の展望でし
た。一日気持ち良く過ごせました。

宮本　茂一 娘が孫をつれて帰ってきました。阿
部会員卓話ありがとうございまし
た。

梶山　健次 阿部会員、卓話ありがとうござい
ました。

大住　昌弘 昨日のポリオデー祈願プロジェク
ト、お疲れ様でした。自宅にて家
事対応のため参加できず失礼しま
した。

山内　雅夫 昨日のポリオ撲滅祈願お疲れ様でし
た。ポリオに限らずコロナなど世の
中の感染症が減り、安心して過ごせ
る世の中になるよう活動していきま
しょう。

川村　優子 皆さんこんにちは。昨日は祈願祭お
疲れ様でした。阿部会員、卓話あり
がとうございました。

篠塚　知美 阿部会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。やっと今日より時短営業
が解除されます。早くお店にお客様
が戻ってく来てくれればなー。さら
に頑張らないと!!

内山貴美子 昨日の世界ポリオデー祈願プロジェ
クト参加されました皆様お疲れ様で
した。ポリオ、コロナ終息すると良
いですね。

黒岩　靖之 10月23日(土)に地区RYLA委員会第
1回会議が開催されました。今年度
のRYLAセミナーは2022年2月5日
(土)に千葉市三井ガーデンホテルで
開催されます。今回は例年の歩行
ラリーとは違う企画で、1日のセミ
ナーになっています。近日中に各ク
ラブに参加募集案内が届くと思いま
すので、参加のほど宜しくお願いい
たします。

大浦　芳弘 昨日の「世界ポリオデー祈願プロ
ジェクト」への参加ご苦労様でし
た。人見神社の神前で、ポリオ根
絶、新型コロナ終息を祈願させてい
ただきました。荘厳な雰囲気の中で
の祈願の儀となり、貴重な体験とな
りました。本日から各種制限が解除
となり、夜の街も賑わいを取り戻す
ことだと思います。第6波のことも
念頭に適度に楽しみたいと思いま

す。申し訳ございませんが、本日は
所用で早退させていただきます。

秋元　直樹 野中さん自己紹介ありがとうござい
ました。これから共に頑張りましょ
う。

坂井佳代子 皆さんこんにちは。昨日はポリオ根
絶、コロナ終息祈願祭に参列された
皆さん、お疲れ様でした。

荒井潤一郎 昨日の祈願プロジェクトは人見神社
で、雅楽の生演奏と舞での御祈祷で
した。鳥肌を立たせながら清めてい
ただきました。

髙橋　雄一 今日は、鬼滅の刃で煉獄さんの食べ
たお弁当を作らせていただきまし
た。日頃よりお世話になり、ありが
とうございます。

大森　敏隆 阿部会員、卓話ありがとうございま
した!11月28日かずさドーム試合が
決まりました。頑張ってほしいで
す!

早見　秀一 野中慎太郎様、自己紹介お疲れ様で
した。改めて、ご入会おめでとうご
ざいます。ポリオ撲滅祈願プロジェ
クトお疲れ様でした。阿部輝彦会
員、貴重な卓話ありがとうございま
した。

隈元　雅博 阿部さん、貴重なお話ありがとうご
ざいました。昨日、世界ポリオデー
に参加された皆様お疲れ様でした。
人見神社での皆様との貴重な時間を
忘れずに、これからもロータリー活
動を頑張ります。

阿部　輝彦 卓話の機会をいただきありがとうご
ざいました。昨日は10年ぶりに函館
に行き、父の墓参りに行ってきまし
た。立待岬、五稜郭、朝市、八幡坂
と函館を堪能してきました。

遠田　祐治 かずさマジック初戦は11月28日強
敵西濃運輸です。しっかり応援して
いきます!

平野　寛明 本日は、所用のため欠席します。
が、ロータリー活動頑張ります。

野中慎太郎 本日で2回目の参加となります。本
日自己紹介させていただきます。若
干緊張しておりますが、宜しくお願
いいたします。

坂本　直樹 阿部会員、本日は貴重なお話をあり
がとうございました。野中会員、こ
れからも宜しくお願いいたします。

中野　賢二 予想通りコロナのワクチンは、数ヶ



月で抗体がなくなる事が分かってき
ました。しかし、その後も重症化リ
スクは下がったままです。抗体以外
のマルチ物質が色々あるようです
ね。コロナは消えなくても重症化が
なくなる日が早くきてほしいです。

永嶌　嘉嗣 先週一週間、久しぶりの休みをいた
だきました。楽しく旅行もできまし
た。ありがとうございました。
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