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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　11月はロータリー財団月間です。知っているよ
うで知らない、判っているようで判らないのがロー
タリー財団。ロータリー財団は、世界中のクラブや
会員が実際の奉仕活動をする為の資金を集めて配分
する組織です。国際ロータリーの双子の弟のような
組織と言われています。

【いつ頃どうして出来たか?】
　ロータリーが出来てほぼ10年後に第一次世界大
戦が起き、主戦場だったヨーロッパでは多くの戦傷
者が出ました。参戦しなかったアメリカで戦傷者を
支援する機運が興り、その時ロータリーの国際連合
会の会長だったアーチクランクが1917年第8回ロー
タリー一年次大会で「世界で良い事をしよう」と提
案しました。良い事をする為には資金が必要なので
ロータリー基金を作り、その後ロータリー財団とな
りました。
　正しく世界で良い事をする為に支援してきたロー
タリー財団ですが、その中でも国際ロータリーの最
優先項目である「ポリオプラス」「世界平和の構
築」と共に「7つの重点分野」を中心とした「人道
的奉仕」を行っております。

　具体的に言いますと、ポリオプラスは地球上に何
百万人もの患者がいたポリオ根絶です。40年を超
える長年の活動の結果、野生株ポリオの新たな発症
は減少し、常在国はアフガニスタンとパキスタンの
わずか2国となり根絶まで「あと少し」です。
　7つの重点分野とは、①世界構築と紛争予防②疾
病予防と治療③水と衛生④母子の健康⑤基本的教育
と識字率向上⑥地域社会の経済発展⑦環境です。
　人々が最低限の基本的人権のもとに生活出来る事
を目指していますが、世界ではこれに程遠い生活を
している人達が何億人といます。ロータリー財団は
こういった方々の為に支援する活動をしています。

【どのような活動を支援しているのか?】
　グローバル補助金と地区補助金です。グローバル
補助金はクラブや地区が企画する海外のクラブや地
区と協力した活動に対する補助金です。当クラブで
は、内山会長年度に国際奉仕委員長だった大住会員
がグローバル補助金を活用して「スリランカの子供
達にきれいな水を」のプロジェクトを行いました。
　続いて地区補助金ですが、これはクラブや地区
が企画するロータリーの目的に即した活動に対す
る補助金です。当クラブは毎年この地区補助金を活
用して奉仕活動をしています。今年度の周西南中演
奏会・楽器寄贈もそうですし、過去にはポリオ撲滅
キャンペーン親子枝豆収穫祭・出前教室、今日の花
植えも補助金事業の一つとなっています。
　地区内で断続して行っている我がクラブはかなり
優秀だと思います。

　このようにロータリー財団への寄付は、世界中の
ロータリーの奉仕活動の資金となっています。ロー
タリー財団への寄付は全く知らない団体にお金をあ
げるのではなく、我々が属しているロータリーの活
動の支援に使われるお金です。巡り巡ってどこかの
クラブの、或は私達のクラブの活動の補助金として
役立てられています。
　私達もロータリー財団に寄付することによって、
世界中の人達に対して良い事をしているんだ!!とい
う認識を持って、ロータリー活動を頑張りましょ
う!!



幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．50周年記念式典委員会別打ち合わせ用資料
３．ガバナー月信(12月号)
　  ＊来月よりデジタル配信のみとなります。
　　P8 　当クラブ、世界ポリオデー・祈願プロジェク
　　　　  トの様子
　　P10　<マルチポールハリスフェロー>
　　　　   　廣田会員・釼持会員　秋元秀夫会員
　　　　　　宮本会員・黒岩会員・吉野会員
　　　　　<新ポールハリスフェロー>　
　　　　　　中村会員・宮嵜会員・髙橋会員
　　　　　　平野会員
４．情報研修会の報告書
５．第5グループ通信(Vol.2)

〈報　告〉
１．12月13日(月)例会前11時15分から第12回50周年記
　 念式典の実行委員会が開催されます。
　 実行委員の方はご出席ください。
２．次回例会は、年次総会及びクラブ協議会です。
　 年次総会では、今年度の収入と支出の中間報告お
　 よび、指名委員会にて指名された次年度理事候補
　 者についてご承認いただきます。
　 また、クラブ協議会では、委員会ごとに上期活動 
　 報告を委員長より発表をお願い致します。
　 発表内容は、週報に掲載しますので、原稿を12月 
　 13日(月)午前中までにメールにて事務局までご提出
　 下さい。
　 なお、委員長が欠席の場合は、代理の方より発表を
　 お願い致します。
　 また、次回例会終了後、13時30分より新理事会が
　 開催されます。総会にて承認されました新理事の方
　 は、ご出席下さいますようお願い致します。
３．ヒューストン国際大会について(6月4日～8日)
　 12月15日(水)までの割引登録料(ロータリアンであれ
　 ば475米ドル)です。国際大会出席希望の方は、早め
　 の登録をお勧めします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RYLAセミナー開催の案内

親睦委員会
私の誕生日・記念日

退会セレモニー
退会の挨拶

折田　勝彦会員

　㈱徳山ビルサービス、折田です。お忙しい中、挨拶
のお時間を頂きありがとうございます。
　この度、12月8日をもって山口へ帰る事となりまし
た。大変短い期間ではございましたが色々お声掛け頂
き厚く御礼申し上げます。
　最後に皆様方の益々なるご繫栄を心から願いまして
ご挨拶とかえさせていただきます。今まで誠にありがと
うございました。
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委員会報告
「第6回 会長・幹事会の報告」

幹事　佐々木　昭博会員

　先週11月30日(火)に「第6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
て頂きます。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、岡野会長、幹事の私と他
クラブの会長、幹事が参加しました。
　先ずは各クラブの現況報告の発表。続いて先月開催
されました、君津がホストクラブを務めさせて頂いた
第5Gロータリー情報研修会を無事に終え、次の大きな
行事である地区会員基盤向上セミナー(旧IM)が3月11日
に、第5G第6Gの合同開催にてホテルブルーベリーヒル
勝浦(漆原PG)で開催準備が進んでいるそうですので、
君津クラブからも多数参加出来ればと思います。
　また、地区からのお願い事として、一人当たりの年
間寄付額、米山奨学金15,000円、R財団150ドル、ポリ
オプラス30ドルのお願い。それと、最近地区から頻繁
に要請が有るRLI(ロータリーリーダーシップ研究会)へ
の参加要請。これは会員数の20％を目標との事で君津
は現在57名ですので12名の参加目標となります。RLI
については、私もパート1から卒後コースの計4回の参
加をさせてもらった感じとして、入会年数の長いベテ
ラン会員から入会年数の浅い会員まで幅広くロータ
リーの事を学べますし、ロータリーについて他クラブの
方と率直に意見交換が出来る大変刺激のあるプログラ
ムでした。特に会長・幹事予定者や5年未満の新しい
会員さんには是非参加して欲しいと思いますので、地
区から日程が届きましたら改めてアナウンスしたいと思
います。
　そして、会長幹事会終了後は楽しい懇親会にて親睦
を深めさせて頂きました。
　以上、簡単ですが 報告とさせて頂きます。

青少年奉仕委員会
「RYLAセミナー参加について」

委員長　秋元　政寛会員

【第45回RYLA(ライラ)セミナー参加のお願い】
　今回は「コロナ禍での危機管理」をテーマに、コ
ロナ禍の今だから考えられる事、出来る事について
「講演会」と「避難所運営ゲーム」を通じて考えま
す。
　参加資格は、2790地区各ロータリークラブ推薦
の高校生、大学生、一般(30歳まで)並びに参加希望
ロータリアンとなっております。ローターアクト、
インターアクト、青少年交換留学生、米山奨学生も
参加予定です。
　会員子弟等のロータリー関係者はもとより、広く

次世代を担う若者のご参加を賜りたいと思います。

　日　時：2月5日(土)　9:00～16:00
　場　所：三井ガーデンホテル千葉
　参加費：1人10,000円

ニコニコＢＯＸ
岡野　　祐 外山さくら様、ご来訪ありがとう

ございます。何卒ロータリークラ
ブをよろしくお願い致します。

佐々木昭博  君津モルック大会に参加しまし
た。対戦者の8歳の女の子に見事に
完敗し、1回戦で敗退しました。子
どもから年配の方まで幅広く楽し
める競技なので、皆さんも軽い気
持ちで是非一度参加してみて下さ
い。阿部会員、平野会員、鈴木会
員他、運営に携われた皆さんお疲
れ様でした。

永嶌　嘉嗣 大当たりを引きました。帰りは気を
付けないと。

小関　常雄 日本製鉄かずさマジックの応援あり
がとうございました。今シーズンは
ベスト16という結果に終わりまし
たが若い選手が多く伸びしろがある
チームですので引き続きのご支援、
ご声援の程、よろしくお願い致しま
す。

早見　秀一 創立50周年記念式典での司会進行
を仰せつかりました。頑張りますの
でご指導の程よろしくお願い致しま
す。

鈴木　荘一 一昨日、君津モルック大会を開催し
ました。多くの方にご参加、ご協力
頂きありがとうございました。次は
3月アジア大会です。誕生日プレゼ
ントありがとうございました。

阿部　輝彦 私の記念日(12月3日)素晴らしい花
をありがとうございました。丁度
頂いた時、娘がおり「あれ!ロータ
リーって粋なことをするのね」と両
親の結婚記念日を覚えていてくれま
したが、家内は配達して頂いた事に
キョトンとしていました。54年経つ
と女性は(家内だけかも知れません)
忘れてしまった様です。勿論私は
ロータリーのお心遣いに感謝です。
また、12月4日(土)市長杯争奪第一
回君津モルック大会は好天の中、無



事終了しました。出場されたロー
タリーの皆様、お疲れ様でした。
また、平野様、鈴木様、大住様、多
大なるご協力ありがとうございまし
た。

茂田　秀和 思いがけず入院のお見舞いを頂きま
した。ありがとうございます。こん
な規定があったのですね。完治まで
はいきませんが、何とか動ける様に
はなりました。廣田さんと共に、腰
に優しい社会に向けて頑張ります。

釼持　純一 記念日のお花頂きました。ありがと
うございました。

馬場　孝弘 かずさマジック皆の頑張りに感動し
ました。来年も全力で応援します。

荒井潤一郎 かずさマジック残念でした。気持ち
を切り替えて3ヶ月後のスポニチ大
会に向けチーム作りに期待します。

藤代　公成 今年もあと1ヶ月、娘は来月の共通
テストに向け部屋に籠っている為、
大掃除は私の役目。忙しく師走を過
ごしています。

倉繁　　裕 かずさマジック都市対抗野球、2回
戦では勝利できませんでしたが、久
しぶりに3年ぶりの東京ドーム応援
ができました。チームの力は着実に
向上しています。来年は東京、大
阪、両ドームに出場、勝ち進むこと
を期待しています。

内山貴美子 外山様、ウニバト君、本日は来訪
ありがとうございます。いよいよ
50周年式典が近づいてきましたネ!
頑張って盛り上げましょう!

玉作　朋之 かずさマジックは対セガサミー戦
で残念ながら敗戦となりました。
次回の都市対抗、日本選手権に向
けて頑張ってほしいと思います。
応援ありがとうございました。

髙橋　雄一 今年も12月に入り、2021年も少し
となりました。日頃よりお弁当を召
し上がって頂き、ありがとうござい
ます。

坂井佳代子 皆さんこんにちは。12月に入り街路
樹のイチョウの葉も落ち、冬の景色
になりました。記念日、誕生日の皆
様おめでとうございます。

山内　雅夫 かずさマジック応援お疲れ様でし
た。2回戦での敗退は残念でした
が、まだ若いチームなので来年の活
躍に期待したいと思います。

原田　健夫 力の差がありすぎたのか?マジッ
ク、来年こそは鍛え上げて頑張って
ほしいものです。外山様、ご来訪あ
りがとうございました。ウニバト
君、久しぶりです。

篠塚　知美 私の記念日、誕生祝の会員の皆様お
めでとうございます。折田会員、今
までありがとうございました。

谷　　浩司 先週は君津駅北口ロータリーの花壇
への協力ありがとうございました。
翌日の大雨でも問題なく綺麗に咲き
誇っています。

遠田　祐治 かずさマジック残念でした。また来
年に向かって応援していきます!

大森　俊介 かずさマジックは残念でした。来年
こそはリベンジしてほしいです。

秋元　政寛 外山さくら様、ウニバト様、本日の
ご来訪ありがとうございます。

隈元　雅博 外山さん、ようこそ君津ロータリー
へ。ぜひ入会を検討して頂き、共に
地域貢献と世界平和活動を行ってま
いりましょう。ウニバト君も日本と
中国、モンゴルの架け橋となるよう
頑張ってください。これからもロー
タリー活動を頑張ります!

福田　順也 本日は早退致します、これからも
ロータリー活動頑張ります。

中野　賢二 本日、駅前イルミネーションを完了
させてから来ました。私の坂田商店
会と中野・久保商店会合同で君津駅
南口の夜を美しく輝かせます。12月
14日(火)から点灯させますので皆さ
ん見に行ってください。

梶山　健次 オミクロン株が全世界で広まってい
ますが、日本で広まらないよう祈っ
ています。経済活動が何も制限なく
出来る日常に期待します。

大住　昌弘 12月4日(土)のモルック大会には、
多くのロータリアンが参加頂きあり
がとうございました。地元企業の皆
様のバックアップがあったからこそ
の盛会だったと感服しました。

野中慎太郎 12月に入り忙しくなって来ました。
花壇の花が咲き駅前が明るくなりま
した。

秋山　大輔 モルック大会、とても楽しかったで
す。

黒岩　靖之 誕生祝いありがとうございました。
12月4日(土)に富津の志駒もみじ
ロードをサイクリングしてきまし



た。天候が良かったので観光客も非
常に多く、所々で車の渋滞でした。
赤や黄色のもみじがとても綺麗で、
休憩所で食べた志駒汁が美味しかっ
たです。佐久間ダムまで足を延ば
し、途中の水仙ロードに少しですが
もう水仙が咲いていました。例年、
1月が見頃ですので少し早いかな?水
仙ロードを走っていたら、14～15
年前に当クラブの会員親睦で千成さ
んのマイクロバスで坂井会員のご主
人の運転でドライブした事を思い出
しました。懐かしかったです。

川村　優子 本日はオブザーバーとして、ティー
スタイル外山さくらさんに参加して
頂きました。皆さんよろしくお願い
します。

大川　裕士 誕生祝いありがとうございます。
大浦　芳弘 都市対抗野球大会、マジックは2回

戦敗退と、残念な結果となりまし
た。選手たちには課題も見えたで
しょうから今後に期待です。変異株
による感染が各国で明らかになり、
群馬では40人を超えるクラスター発
生との報道もあり、まだまだ油断は
出来ません。引き続きコロナ対策を
行いながらのロータリー活動を頑張
ります。



「50 周年記念式典委員会別会議の様子」


