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4の2年生存率は40％、5年生存率は6％と5年後には
1人生きているかどうかの厳しいデータが残ってい
ます。
そこで皆様には日本人を対象として疫学調査など
の科学的な研究で明らかに確かな証拠をもとに出来
た「ガンを防ぐための新12ヶ条」を実践して頂き
たいと思います。
第1条：たばこを吸わない
第2条：他人のたばこの煙を避ける
第3条：お酒はほどほどに
第4条：バランスの取れた食生活を
第5条：塩辛い食品は控えめに
第6条：野菜や果物は不足にならないように
第7条：適度に運動
第8条：適切な体重維持
第9条：ウイルスや細菌の感染予防と治療
第10条：定期的なガン検診を
第11条：身体の異常に気が付いたら直ぐに受診を
第12条：正しいガン情報でガンを知ることから

0名 64.91 ％

岡野

祐会長

12月は疾病予防と治療月間です。健康であるこ
とは誰にとっても大切です。しかし、基本医療を
受けられない人は世界で4億人と言われています。
ロータリーでは疾病とその原因影響を減らす為、日
本を始め世界各地で活動や研修を行っています。
さて、疾病の中でも三大疾病と七大疾病とあり、
三大疾病はガン・心疾患・脳卒中が該当し、七大疾
病はこの3つを加え、高血圧・糖尿病・肝疾患・腎
疾患が該当します。
2021年度の死因順位ですが、1位：悪性新生物(ガ
ン) 30％、2位：心疾患 15.7％、3位：脳血管疾患
10％、4位：肺炎 9.8％、5位：老衰 3.4％です。
やはり怖いのは全体で30％の人が亡くなってい
るガンです。なぜこんなに亡くなるのか?よくTV
でステージ1で早期発見で良かったと話を聞きます
が、ステージ1というのは自覚症状が無く、ガン健
診などで見つけてもらってステージ1です。しかし
多くの人は何らかの症状が出て具合が悪くなって病
院に行くので、その時は既にガンが進行していてス
テージ3、ステージ4となります。ステージ3は治療
の選択として手術もありますが、ステージ4になり
ますとガンが原発から遠隔転移しており、手術は出
来ず抗がん剤治療のみとなります。そしてステージ
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以上、ガンを防ぐための12ヶ条です。ぜひ実践
して頂き、ガンにならない身体づくりをして健康に
努めてください。
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１．6回理事会が12月6日(月)に開催されましたので
報告を致します。
①会計報告
異議なし
②下期会費請求について(11月のレート104円)
年会費
85,000円
R財団ポリオ
1,710円
RI分担金
3,990円
米山奨学会
7,500円
地区分担金
12,640円
ロータリーの友
1,320円
岡
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田
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⑧国際奉仕委員会より
浄水器寄贈を予算内で実施。コロナ禍で現地
に向かうのは難しいので予算30万円を送金
し、現地で購入してもらう。

分区分担金
2,500円
周年特別基金
8,000円
R財団寄付
8,550円
青少年交換事業
2,000円
-----------------------------------合
計
133,210円
＊但し、12月のレートで算出している為、1月
のレートが確定次第それに準じて請求書を発
行します。
③新入会員・退会会員について
＜新入会員＞
君津ビジネスサービス㈱
代表取締役 北見文子様
㈱ティースタイル
代表取締役 外山さくら様
協友建機㈱
代表取締役 木内髙茂様
＜退会会員＞
折田会員(後任は確認中)
④SNSによる君津ロータリークラブ情報発信
について
・詐欺に気を付ける
・掲載NG事項を決めておいた方が良い
(掲載する内容の判断基準などのマニュア
ルがあった方が良い）
・他クラブと友達連携したら良い
・今年度より実施していく
(公共イメージ向上委員会中心)
⑤新年初例会開催について
日時：1月17日(月)夜間例会 18時～
会費：7,000円
還暦の抱負：川名会員
還暦のお祝い…４色ボールペン
年男の抱負：谷会員・藤代会員
場所：ホテル千成
＊かずさ青年会議所へ案内(招待)を出す
⑥次年度地区委員推薦について
地区補助金プロジェクト委員会へ推薦
岡野会員
地区社会奉仕委員会へ推薦
佐々木会員
⑦次年度理事について
本日の総会にて、荒井指名委員長より発表頂
き会員の皆様にご承認頂きます。

⑨その他
次回理事会：1月17日(月) 17時15分～
ホテル千成
本日の総会にて、会計より収入、支出につい
て中間報告
２．公益財団法人ロータリー日本財団より認証状及
びバッチが中村会員へ届きましたのでお渡しし
ます。

中村会員

新ポール・ハリスフェロー

３．永嶌会員のご子息がご結婚されましたのでお祝
いをお渡しします。

幹
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津ロータリークラブ収支実績表(中間報告)
３．出前教室(周西中学校)プログラム(案)
〈報 告〉
１．12月19日(日)第3回青少年交換オリエンテーション
が開催されます。
時間：14時～16時30分
場所：千葉市文化センター9階 会議室5

出席：青少年奉仕委員会
秋元政寛委員長・茂田副委員長
宜しくお願いします。
２．次週20日(月)は忘年例会です。チャリティーバザー
を予定しております。
当日までに一人二品以上、ホテル千成のフロント
迄お願い致します。
また、本日例会終了後、新理事会が開催されます。
総会にて承認されました理事の方は、新理事会にご出
席下さいますようお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．50周年記念式典の出欠の案内
４．ロータリー冊子(英語版)
５．RLI(partⅠ)セミナー出欠について
６．国際ロータリー2021年決議審議会報告書

委員会報告
職業奉仕委員会
「周西中学校出前教室プログラム」
委員長 中野

2.伊藤会員
事業所：日鉄環境(株)
テーマ：水をきれいにする仕事
3.中野会員
事業所：(株)協立工業
テーマ：溶接でスクラップロボをつくろう!
4.原田会員
事業所：君津共同火力(株)
テーマ：電気をつくる仕事
～わたしたちのくらしを支える電気～
5.秋山会員
事業所：(有)光精工
テーマ：金属コマを組み立てて回してみよう。
お友達より長くまわせるかな。
6.早見会員
事業所：(株)新昭和〔木更津ワシントンホテル〕
テーマ：テーブルマナー＆美味しいステーキの焼き方
7.坂井会員
事業所：ホテル千成
テーマ：やってみよう!手作り餃子!		

年次総会

岡野

祐会長

賢二会員

１．開催要領						
(1)日
程：2021年12月15日(水) 10：00 ～ 授業開始
(2)対
象：周西中学校1学年 0439-55-0190
(3)担当教師：小堀(こほり)学年主任、岡本教務主任
(4)担当会員：中野職業奉仕委員長 090-6147-1180
(5)講座方式：出来る限り実習等を取り入れる		
２.スケジュール						
＜時間＞
＜内容＞			
9：20～随時
周西中学校到着・授業事前準備
9：40		
講師集合(スタッフは準備を進める)
9：50～
お迎えの生徒さんと教室へ		
10：00～11：20 授業
				
11：25～11：40 写真撮影				
11：40～12：05 全体式				
12：30～
ロータリー会員、講師…食事		
				
３．授業内容(7講座)				
1.永嶌会員						
事業所：玄々堂君津病院
テーマ：病院における管理栄養士の仕事

これより年次総会を開催致します。			
まず、定款第7条第2節に基づき、現年度の収支と支
出を含む中間報告を会計の藤代会員より発表をお願い
します。						

次に、クラブ細則第5条第1節に基づき、次年度の役
員及び理事の選出を行います。次年度の役員および理
事候補者を荒井指名委員長より発表して頂きますので
お名前を呼ばれた方は前へお進み下さい。

次 期 会 長
次期会長エレクト
次 期 副 会 長
次期直前会長
次期研修リーダー
次 期 幹 事
次 期 会 計
次期S.A.A
次 期 副 幹 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事
次 期 理 事

武田富士子 会員
福田 順也 会員
大浦 芳弘 会員
岡野
祐 会員
廣田 二郎 会員
大川 裕士 会員
藤代 公成 会員
坂本 直樹 会員
大森 俊介 会員
小関 常雄 会員
内藤 智介 会員
平野 寛明 会員
茂田 秀和 会員
秋元ゆかり 会員

以上14名です。会員の皆様、拍手をもってご承認をお
願い致します。(全員一致で承認)
それでは、次期会長に就任されます、武田さんより御
挨拶をお願い致します。

クラブ協議会
上半期活動報告
S.A.A.
発表代理

宮嵜 慎S.A.A.
早見 秀一会員

先ずは活動方針にありま
す、会場監督として例会場の
品位を保つよう努める・例会
が正しく運営され、且つ楽し
い雰囲気の中でより良い交流
が図れるように例会運営に努
める、上記は上期守れたと思
いますので下期も継続してい
きたいと思います。
昨年からコロナ禍の中に於いて、通常の例会を変
更しての実施となっておりますが、会員の皆さんの
ご協力により、スムーズに例会進行が出来ていると
思います。
今後はコロナの状況に応じて会長・幹事と相談し
ながら会場運営・例会進行に努めていきたいと思い
ますので会員皆様のお力添えをお願い致します。

クラブ管理運営委員会

遠田 祐治委員長
大浦 芳弘会員

発表代理

会長エレクト挨拶

武田

富士子会員

改めてまして、皆様よろしくお願い致します。次年
度理事のご承認を頂き、「スタ－トする」のだと気持ち
が新たになり、次年度が良いスタ－トとなれるように精
進いたします。
思いおこせば3年前、内山会員より「自分が会長をす
る時よろしくね」と言われた時、内山さんが会長をする
のならば全力で応援をしなければという思いで簡単に
『良いよ!』と言ってしまった事からです。それは幹事
職を受け、3年後は会長職になるという事は全く頭にな
く、今思えば大それたことを引き受けしたものだと思い
ます。が、今日という日が来て私と共に運営を携わって
くださる理事さんも決まりました。ロ－タリ－活動を全
力で皆さんと一緒に楽しみたいという気持ちでいっぱ
いです。理事の皆様、会員の皆様、ご協力・ご指導の
ほど宜しくお願い致します。

「各委員会の活動目標に合
わせて、適宜必要な支援と協
力を行う」「各委員会の活動
状況を把握し、各種企画に対
する会員各位の積極的な関わ
りを促す」「会員相互の交流
や親睦の深化に資するべく、
諸活動への提言、提案を行
う」事を当委員会の活動計画
としています。
前半はコロナの影響もあり諸行事等への貢献は出
来ていませんが、当面は50周年記念事業の実行に
向け、微力ながら応援していきたいと思います。後
半戦、何か出来る事があればご遠慮なく言って頂け
れば、ご協力させて頂きたいと思います。宜しくお
願い致します。

親睦委員会

坂本

直樹委員長

親睦委員会は、副委員長 内
山貴美子会員をはじめ、合計
13名で活動しております。
上期においては、コロナ禍と
いうことで例会自体の開催も
ままならないところがありま
したが、再開後は会員相互に
受付の当番を中心に協力して
行ってまいりました。
活動計画の中にあるゴルフコンペやボウリング大
会など、例会以外の行事の企画・開催はなかなか難
しい状況ではありましたが、下期に関しては当クラ
ブの50周年記念式典、甲府東ロータリークラブ様
との交流会などの親睦行事も予定されております。
コロナウイルスの感染状況などを注視しながらの
委員会運営となるかとは思いますが、これから迎え
る下期は、上期にも増して会員皆様のご理解ご協力
を頂きたく存じます。引き続きとなりますが、どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

会員増強委員会

武田

富士子委員長

会員増強の活動方針・目標
会員総数60名に達成する状況
化です。会員皆様の勧誘・口
コミのご協力のおかげです。
活動計画の4番目の女性会員
の増強とありますが、本年上
期で2名の女性会員の加入が決
まり女性会員は7名となり、会
員総数の1割となりました。今
後も会員皆様のご協力を頂き、会員増強に維持向上
に活動をしてまいります。宜しくお願い致します。

R情報委員会

ロータリー情報委員会の上
期活動報告をさせて頂きま
す。委員長永嶌嘉嗣、副委員
長内山貴美子、委員荒井潤一
郎で活動してまいりました。
今期も君津クラブはコロナ禍
にも関わらず多くの新会員を

永嶌

嘉嗣委員長

迎えることができました。そしてその方々にロータ
リーの活動について伝えてきました。
＜活動計画＞
１.新入会員にオリエンテーションを行い、ロータ
リークラブの理念、目的、活動への理解を深めて
頂くについては、ほぼ順調に出来たと思っており
ます。
２.会員増強関係では十分な活動が出来ませんでし
た。下期に頑張りたいと思います。
３.４.に関しては様々な研修会などがコロナの関係
でWeb開催となり、参加はしたもののいつもの熱
気を新入会員の方々には感じて頂けなかったので
はないかと危惧しております。来年度以降に期待
します。
５.当クラブの特徴については新入会員の方々に分
かりやすく伝えることが出来たと思っています。
更に分かりやすく出来るように精進してまいりま
す。以上上期活動報告です。

公共イメージ向上委員会

原田

健夫委員長

１.2021-2022年度 活動方針
ロータリーの目的を踏まえ
て、地域のクラブや会員への
情報の伝達、及び地域社会に
対して「ロータリーは何をし
ている組織なのか」を伝える
ことにより、ロータリーのイ
メージを向上させることに努
める。
クラブホームページ、メディア、会報等を通し
て、社会奉仕・職業奉仕・青少年奉仕等の奉仕活動
報告の拡充を図り、地域社会の認知度を高める。
また、ロータリーの広報誌「ロータリーの友」の
紹介を通して、内外のロータリアンの活動を知ると
ともに、奉仕の理念を育むことを推進する。
２.活動計画と実績
1)クラブホームページの内容をより充実させ、会
員、更には地域の閲覧者の増加を図る。
→未着手。今後、他のロータリークラブのホー
ムページも参考にして、ホームページを参照
された方々に君津ロータリークラブではどん
な人達が、どんな活動をしているのかが良く
解る記事をアップしていきたい。
2)地域メディアの活用や市の広報への働きかけを
通して、ロータリー活動について地域社会の認

識を高めていく。
→委員会メンバーでの協議を通じて、Facebook
YouTube等のSNSを利用して、当クラブの
活動を発信していくことが、地域社会からの
認知度を高めるには有効ではないか、という
事になり、理事会にSNSを活用した情報発
信に当たっての一定の運用ルールを上申し承
認されましたので、駅前花壇花植え作業につ
いてFacebook投稿を完了しました。
Facebookで君津ロータリークラブを検索し
ますと記事が閲覧出来ます。今後も当クラブ
の奉仕活動等について情報発信を行っていき
ます。
3)当クラブの活動内容について「ロータリーの
友」、或いは地区ロータリーホームページへの
記事掲載を図る。
→枝豆収穫祭、駅前花壇花植え作業の2件につ
いて「ロータリーの友」に投稿完了。
掲載して頂けるか否かは不明ですが、今後は
出前教室などの奉仕作業についてもどしどし
と投稿していきます。
4)「ロータリーの友」の記事内容について、当委
員会の委員持ち回りにて、各月例会において紹
介を行う。
→委員持ち回りで記事の紹介を実施中。委員自
らのロータリークラブへの認識を改める機会
となっているように感じられます。

奉仕プロジェクト委員会

武田

富士子委員長

社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕・青少年奉仕の4
つの委員会活動は着実に実施されております。今年
度、新たに環境プロジェクト2790地区千葉県下一
斉の「水辺の美化保全」イベントで郡ダム周辺の美
化活動(ゴミ拾い)を梶原ガバナ－と池田副幹事長も
参加くださり実施出来ました。
そして世界ポリオデ－/ポリオ根絶祈願を人見神
社にて実施致しました。
皆様のご協力に感謝致します。下期もご協力をお
願いします。

社会奉仕委員会

谷

浩司委員長

副委員長に内藤会員、委員
に吉野会員、黒岩会員、内山
会員、大住会員、大浦会員、
山内会員、藤代会員、馬場会
員で活動しております。
まず、5の地域の安心・安全
を考えるための機会として、
君津警察署ご協力による卓話
についてはコロナの影響もあ
り、中止とさせて頂きました。
次に、6の君津市立周西南中学校・周西小学校へ
の楽器などの寄贈及び演奏会へのボランティア参加
については、8月27日に周西南中学校の定期演奏会
への協力をし、近隣の方たちも楽しめる会となりま
した。周西小学校へのリボンの寄贈を行いました。
会員の皆様の協力を頂きまして盛会に終わりまし
た。ありがとうございました。
2の周西中学校による駅前花植え事業につきまし
ては、11月の分を皆さんの協力のもと無事に植え
ることが出来ました。その後の強風や大雨にも負け
ずにきれいに咲いています。5月につきましては、
また協力をお願いします。
3の枝豆収穫祭については、皆さんのご協力のも
と盛会に終えることが出来ました。
1のきみつ愛児園のクリスマス会については、12
月24日(金)に開催することが決まりましたのでご協
力お願い致します。
4のクリスマス例会につきましては、歳末チャリ
ティーを実施しますので協賛よろしくお願い致しま
す。
下期に関しては、何かございましたらご意見を頂
ければ、より良いものが出来ると思いますのでぜひ
お願い致します。ありがとうございました。

国際奉仕委員会

国際奉仕委員会では、上期
は主たる活動は行っていませ
ん。
活動計画にある君津市国際
交流協会の活動への協力支援
については、2月例会にて外部
卓話を実施し、そちらで活動
のPRをして頂きたいと考えて
おります。

大森

俊介委員長

スリランカへの浄水器寄贈については、新型コロ
ナウイルスの蔓延もあり、本年度は現地にて寄贈は
行わず、コスモス奨学金もしくは、スリランカクラ
ブへの寄付にて対応を検討しております。
国際大会については、詳細が分かり次第、会員の
皆様へ周知させて頂きます。
以上で、国際奉仕委員会の報告とさせて頂きま
す。

職業奉仕委員会

中野

賢二委員長

今年の活動方針は、若者に
仕事に対する夢と希望を与え
て、働く事の尊さと楽しさを
知ってもらう事、そして職業
奉仕を通じて会員の人生を豊
かにして、今後のスキルアッ
プにつなげるという2本柱で
す。この方針をもとに周西中
学校と八重原中学校、周西小
学校の3校で出前教室を計画しております。
活動計画では、コロナが終息していなかった場合
のリモート職場見学やビデオ教育も考えておりまし
たが、3校ともに出前教室を是非とも学校で行って
ほしいとの連絡を受けました。今年は新しい講座
や新規会員も参加する予定となっております。12
月15日(水)の周西中学校出前教室は生徒80名に対し
て、7講座を予定しています。
下期の周西小学校出前教室の講座は問題ありませ
んが、八重原中学校は140名に対して9講座と未だ
に足りておりません。現在、5講座を増やす事を目
標に声掛けを行っています。

青少年奉仕委員会

秋元

政寛委員長

＜活動計画について＞
「１.ロータリー青少年指導
者養成プログラム(RYLA)」
は、今年度はセミナー形式で
開催します。現在4名が参加予
定。参加目標10名に向けて、
ロータリアン、子弟、社員の
皆様に参加のご協力をお願い
します。
「２.君津RC杯少年野球大会」「３.君津地域中学
生英語コンテスト」「４.他の委員会が開催する青

少年が関わる奉仕プロジェクトへの参加」について
は今後のコロナの状況に応じて行います。
「５.青少年交換プログラム」については、今年
度はバーチャル交換留学として行い、当クラブから
は陶 彩葉(すえ いろは)さん(高2)がアメリカ、イタ
リアの学生とオンラインで交流を深めております。
次年度は通常の交換プログラムが再開されること
となり、陶 彩葉さんが1年間の長期留学を行えるよ
う進めており、月1回のオリエンテーションに茂田
副委員長と共に参加しております。
次年度、陶さんの交換にインバウンドを受け入れ
るにあたり、皆様に2点お願いがございます。
・1年間の交換留学にあたり、3ヶ月間は陶さんが
ホストファミリーとなりますが、残りの期間のホ
ストファミリーを当クラブ会員にお願いしたく、
後日改めてお願いさせて頂きます。
・ハラスメントに関する問題が起きた場合には必ず
国際ロータリーに報告する事となっております。
たとえ女性同士であっても肩をポンと叩いた事が
問題になった事があると聞いております。ハラス
メントは相手が嫌だと感じたら成立するので、特
に国が違うと難しい面もありますが、意識向上に
ご協力をお願い致します。

ロータリー財団委員会

平野

寛明委員長

１.補助金の内訳
【プロジェクト名】
君津市立周西南中学校
楽器の寄贈及び演奏会
【実施日】
2021年8月21日(土)
【場 所】
君津市民文化ホール
【寄贈品】
楽器 バリントンサックス
楽器 PAスピーカー
楽器 シンバル
楽器 合唱リボン
【寄贈品支出】
297,000円
２.感謝の言葉
白井校長の先生より、君津ロータリークラブの温
まる応援のお蔭で定期演奏会が開催出来ました。生
徒達にとっては何よりの思い出となり、プレゼント
になった。深く感謝しておりました。
以上 活動報告とさせて頂きます。

米山記念奨学会委員会

髙橋

雄一委員長

今年、米山記念奨学生「ウ
ニバト」君を迎え入れロータ
リー活動に参加して頂き親睦
を深めようと思っておりまし
たが、コロナ禍の影響にて思
うような活動・親睦を図れず
残念に思います。11月には卓
話をしていただき、少しウニ
バト君を知ることができたと
思っております。今後も引き続き、親睦を図れる様
に努めていきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ
岡野
祐
木内さんようこそ君津RCへ。これ
から宜しくお願い致します。
佐々木昭博
永嶌さんが50周年の親睦ゴルフ
の下見をしようとの事で、岡野
会長、内藤会員と共に木更津ゴル
フに行って来ましたが、プレー中
もプレー後も何の打合せも無く永
嶌さんはさっさと帰って行きまし
た。ゴルフがやりたかっただけみ
たいです…。また、下見に行きま
しょう!
中野 賢二
明後日15日(水)は、周西中出前教室
です。参加者の方々、宜しくお願い
致します。私は土日でスクラップロ
ボを作った時の溶接焼けで顔がヒリ
ヒリです。
谷
浩司
師走として、だんだんと実感が出て
きて2021年の締めをどう気持ち良
く出来るかと新年良いスタートが切
れるようにフル回転していきます。
22日の夜間例会への協力お願いしま
す。
秋山 大輔
木内様ようこそお越しくださいまし
た。一緒に活動出来ますことを楽し
みにしております。
内山貴美子
いよいよ今年もあと少しとなってき
ましたネ!出前教室に参加される皆
様宜しくお願いします。
阿部 輝彦
今年も残すところ二週間余り、色々
ありましたが気持ちは既に来年寅年
に向かって試行錯誤しています。70
年のタイガースファンとして優勝目
指して頑張ってほしいです。

馬場

孝弘

中村

圭一

秋元ゆかり

早見

秀一

坂本

直樹

藤平

洋司

藤代

公成

大浦

芳弘

永嶌

嘉嗣

髙橋

雄一

荒井潤一郎

ようやくコロナが終息に向かうと
思っていましたが、感染力が強いと
いわれるオミクロン株が世界に広
がっています。これ以上感染拡大し
ないこと、重症化にならないことを
祈っています。
皆様ご無沙汰ばかりで申し訳ござい
ません。世の中の情勢は色々あれ
ど、努めて心静かに明るく過ごして
いきたいと思います。皆様も明るい
年末年始をお迎えください。
皆様こんにちは。先日、お見舞いを
頂きました。ありがとうございまし
た。お陰様で術後の経過も良く、お
仕事も出来るようになり本当に本当
にありがたいです。健康第一です
ね!!
お客様の木内様ようこそ君津RC
へ。楽しんで帰ってください。クラ
ブ協議会では、宮嵜SAAの代理発
表をさせて頂きました。
本日は親睦委員会の上期活動報告を
させて頂きました。下期は、クラブ
の50周年記念式典も控えておりま
す。今後とも宜しくお願い致しま
す。
木内髙茂様、ようこそ君津ロータ
リーへ。これからも宜しくお願い致
します。
先週末、1年9ヶ月ぶりに居酒屋に
行きました。やはり良いものです
ね。このままコロナが終息するこ
とを願います。
今年もあと3週間足らず、いよい
よ次週は忘年例会ですね。今年も
コロナ、コロナで1年が終わって
しまいそうです。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。
R情報委員会の上期活動報告をさせ
て頂きました。
いつもお世話になります。49歳を迎
え、来年はギラギラいこうと思いま
す。出前教室に参加される会員の皆
様、宜しくお願い致します。
お陰様でうお屋・KUTTAがオープ
ンして1ヶ月が過ぎました。少し落
ち着いてきたので是非お立ち寄りく
ださい。営業時間は朝8時から15時
です。宜しくお願いします。

原田

健夫

平野

寛明

山内

雅夫

篠塚

知美

伊藤

彰

秋元

直樹

大森

俊介

大住

昌弘

梶山

健次

隈元

雅博

大森

敏隆

Facebookに駅前花壇花植え作業の
記事をアップしました。ご覧くださ
い。
協友建機株式会社 代表取締役 木
内髙茂様、今後とも宜しくお願い致
します。
かずさマジックの渡辺監督とお話す
る機会がありました。来シーズン、
チームは一層若返るようです。来年
度は日本一を目指す新チームとして
の活動が今日から開始されるとのこ
と。今まで以上に応援していきたい
と思います。
先週の週末はお店が2年前の忘年会
シーズンの時のように大変にぎわい
ました。久しぶりに嬉しかったで
す。早くもとの生活に戻れますよう
に。
今週から出前教室に参加させて頂き
ます。2年ぶりの教室なのでしっか
りやりたいと思います。
ノロウイルスが流行ってきていま
す。アルコール消毒ではきかない様
です。手洗いをしっかりやりましょ
う。
年次総会、クラブ協議会お疲れ様で
した。木内様、今日はありがとうご
ざいました。
いよいよ年の瀬が迫ってまいりまし
た。喪中はがきが次々と送られてき
て、特に家族の方からご本人が亡く
なられたとのはがきを頂くとズシン
とハートに来て思い出が溢れてきま
す。来週の夜間例会は柏にて所用が
あり欠席しますので、今日が今年最
後となります。今年の活動は家族の
事情等があり、なかなか参加するこ
とが出来ず失礼しました。皆様の来
年の更なるご活躍とご多幸をお祈り
申し上げます。良いお年を!
木内さん君津ロータリークラブによ
うこそ!宜しくお願いします。
木内さん、ようこそ君津ロータリー
へ。ぜひご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。会長予定者の武田
エレクトをはじめとする新理事予定
者の皆さん、これからも共にロータ
リー活動を頑張りましょう!
寒暖の差が激しくなってきました。

倉繁

裕

皆さん体調にはお気を付けくださ
い。
先週、記念日のお花を自宅に届けて
頂きました。ありがとうございまし
た。お陰様で毎年の歩みを確実に共
通認識出来ますが、1年の経過を早
く感じます。2020年2月の新型コロ
ナ感染本格化以降、4回にわたる緊
急事態宣言下、行動自粛が続いてい
る影響でしょうか。

