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本日は上半期締めの例会です。
今年度はコロナ禍の中スタートしましたが、無事
今日を迎えられることに感謝申し上げます。
振り返りますと7月5日から今年度がスタート
し、次の週にはガバナー公式訪問、8月には緊急事
態の中、周西南中学校の演奏補助、9月は環境保全
プロジェクトの郡ダム清掃、10月に入りZoomとの
ハイブリッド例会が始まり親子枝豆収穫祭、世界ポ
リオ祈願プロジェクトとして人見神社にてポリオ撲
滅、コロナ終息のご祈祷をしました。11月には第5
グループ情報研修会の開催、周西中の生徒との駅前
花植事業、かずさマジック都市対抗応援、12月は
周西中への出前教室、君津愛児園へのクリスマス会
です。
そしてこの半年の間、50周年式典の準備会議が
あり、非常に充実した上半期でした。そして、会員
皆様のご協力があってこその奉仕活動でした。
上半期滞りなく活動が出来たことに改めて感謝を
申し上げ、締めの挨拶とさせて頂きます。ありがと
うございました。
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２．12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。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
が出席されました。お疲れ様でした。
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〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
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１．12月15日(水)、周西中学校にて出前教室を行い
ました。ご協力頂きました会員の皆様、ありが
とうございました。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(12月号)
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞
日時：1月１3日(木) 休会
２．12月24日(木)きみつ愛児園へクリスマスプレゼント
を届けます。今年も、コロナ禍のためクリスマス会は
中止になりましたが、サンタになって各クラスを訪問
し、子供たち一人一人にプレゼントを届けます。
当日は、岡野会長、社会奉仕委員会の谷委員長、内
藤副委員長、秋元政寛会員、秋山会員、私(佐々木幹
事)、事務局 髙島で訪問します。
その後、本日チャリティーバザーで集まった募金を
歳末助け合い募金として君津市長へ届けてきます。
出席者の皆様、よろしくお願いします。
３．次週27日(月)は、年間プログラム通り休会です。
また、1月3日(月)も休会となっております。新年初例
会は夜間例会です。1月17日(月)点鐘18時00分です。
ホテル千成にて開催します。お間違いないようお願
い致します。なお、例会前17時15分より第7回理事
会が開催されます。理事の方はご出席下さいますよ
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うお願い致します。
４．事務局の年末年始休業
2021年12月28日(火)～1月6日(木)
ガバナー事務所年末年始休業
2021年12月29日(水)～1月4日(火)
〈回 覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報はお昼の例会の際
にまとめて回覧します。
２．50周年記念式典及び甲府東RCとの交流会の出欠
について

委員会報告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」紹介

秋元

ゆかり会員

皆様こんにちは。公共イメー
ジ向上委員の秋元です。私の方
からロータリーの友12月号を紹
介させて頂きます。お時間の都
合上、抜粋してお伝えさせて頂
きたいと思います。
まずは、横書きの5ページ、RI
シェカール・メータ会長のメッ
セージの9列目「12月は疾病予防
と治療月間です。残念なことにこの度のパンデミック
で私たちは疾病が地域社会にもたらす打撃を知ること
になりました。しかし、疾病との闘いは世界中のロータ
リアンが何十年も前から尽力してきたことであり、ロー
タリーの7つの重点分野の一つでもあります。」
次に右側、下から10列目「今月はぜひ疾病の予防と
闘いに重点を置いて、クラブに何が出来るか考えてみ
て下さい。より多くの人々に変化をもたらすために、今
こそクラブと地区はこれまで以上に大規模で大胆なア
プローチを採用すべきです。」
その下の「誰もが健康で長生きする権利がありま
す。みんなの人生を豊かにするために奉仕すれば、今
日のあなたの行いが他の誰かが長生きすることに繋が
るのです。」
RI会長のメッセージを読み、沢山の記事の中からま
ずは今からでも出来ることを考えてみました。
横書きの36ページ、ニューシェネレーションの献血
を大阪から全国へ、ローターアクター重留さんの記事、
上から10列目「大阪赤十字血液センターを訪問した
際、コロナ禍で全国的に献血者数の減少が慢性化して
いると伺いました。」とあり、献血活動の重要性、大切
さに意識を向け、献血の大切さを一人でも多くの方に

知って頂くことは自分にも出来ることだと思い献血の
メリット、デメリットを私なりに調べてみました。
まず、献血をするためには年齢、体重をはじめとす
る様々な基準がありますが、献血のメリットは血液検
査が無料で出来ること、献血をすることによって老廃
物を出すデトックス効果、定期的に血液を抜くことで
体内に存在する老廃物やドロドロの血液を排出出来る
こと、また血液量が一時的に減った分の新しい血液を
作ろうと身体が頑張るので新陳代謝が活発になるとも
言われているそうです。
デメリットは体調が悪くなる場合があること、当日の
行動が制限されることなどがあるそうです。
私は数年前にプラセンタ治療を受け、献血をするこ
とが出来なくなりましたが、献血の大切さを伝えていく
ことは私にも出来るので、まずは身近な方から献血の
重要性、大切さをお伝えしたいと思います。
上手くまとまりませんが、最後に縦書きの20ページ
下の段の「ありがとう!!をはっきり言おう!!」札幌北の
赤木さんの記事を読み、ありがとうは自分の心も人の
心も豊かにしてくれる魔法の言葉だと思います。もっ
ともっと意識をしてありがとうを沢山言える、言われる
日々を過ごせていけたら心の健康、体の健康に繋がる
のではないかと思いました。
話がまとまりませんが、私からの紹介を終わらせて
頂きます。最後まで聞いて下さりありがとうございまし
た。			
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会員の皆様、上半期奉仕活動あり
がとうございました。来年もよろ
しくお願い致します。
佐々木昭博
今年最後の例会です。久しぶりの
チャリティー忘年会、大いに楽し
みましょう!
遠田 祐治
今夜は1年で一番楽しい行事です。
開催出来て良かったですね!!
大森 俊介
今年1年大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
荒井潤一郎
今年1年に感謝!!
倉繁
裕
街中ではクリスマスのイルミネー
ションが、ほぼ従来通りに実施され
るなど賑わいが戻っている様子で
す。オミクロン変異株の影響が、国
内では今後拡大しないことを願うば
かりです。
永嶌 嘉嗣
1年間どうもありがとうございまし
た。今年も元気にゴルフができまし
た。
秋元 直樹
本年も大変お世話になりました。良
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いお年をお過ごし下さい。
入会4年目にして忘年例会、初参加
です。とても楽しみにして来まし
た。
久しぶりの夜間例会、楽しみです。
よろしくお願いします!
今年も残り10日余りとなり、最後の
例会です。今年もコロナ禍で仕事や
生活およびロータリー活動も行動制
限され、大変な1年でした。来年は
ぜひ良い年になることを祈ります。
皆さん、今年1年お世話になりまし
た。来年もよろしくお願い致しま
す。
今年最後の例会、楽しませて頂きま
す。
今年最後の例会です。皆様お世話に
なりました。来年もよろしくお願い
致します。
今年も皆様には大変お世話になり
ました。来年は幸先の良い年にな
りますことをお祈りしておりま
す。
初めて夜間例会出席させて頂きま
す。まだ千葉銀行はお酒の場に出
席するのに本部の許可が必要なの
で毎回出席することは難しいです
が、許可が得られる範囲で今後も
参加したいと思います。
今年最後の夜間例会、楽しみたいと
思います。よろしくお願い致しま
す。
初めての忘年会、楽しかったです。
本日は久々の夜間例会。四つのテス
トやらせて頂きました。
今年最後の例会になりましたネ!来
年は明るい年になるように今夜は楽
しく過ごしましょう!来年もよろし
く!
甲府東ロータリークラブと50周年式
典の打ち合わせ、お疲れ様でした。
本日のクリスマス例会、どうぞよろ
しくお願い致します。ウニバト君も
楽しんで下さい。これからもロータ
リー活動を頑張ります!
皆さんこんばんは。先日は出前教室
お疲れ様でした。今日はえびす講で
1年間仕事をされたえびす様がホテ
ルにお帰りになられました。煮物、
魚、お酒でおもてなしをしました。
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朝6時西の空に満月が、しばらくす
ると東の空に太陽が、遠くに白雪を
抱いた富士の山が、君津の1日が始
まりました。小糸川で1ヶ月ぶりに
赤い鯉に会いました。夜6時、良い1
日です。
皆様こんばんは。本日、ロータリー
友の紹介をさせて頂きました。ご清
聴ありがとうございました。
今年最後の例会になりました。本年
も大変お世話になりました。
皆様1年間お世話になりました。あ
りがとうございました。
チャリティー初めて参加させて頂き
ます。まずは様子見から始めます。
本年1年大変お世話になりました。
2022年が皆様にとりまして良い1年
になります様に。
本日のバザーの景品は私が作ったス
クラップロボです。出前教室で子供
たちが残した部材で作りましたが、
凄くかっこいいです。
本日は沢山のお心づけありがとうご
ざいます。沢山の出品によりチャリ
ティーが盛り上がりました。
今年も早いところで残り10日にな
りました。バタバタする中、なかな
か参加出来ておらず申し訳ありませ
ん。本日もよろしくお願いします。
忘年会シーズンのお陰で当社は大忙
しです。以前の勢いはありません
が、通常通り営業できる事に感謝で
す。
今年もお世話になりました。ありが
とうございます。来年もロータリー
活動頑張ります。
今日は夜間例会ですね。楽しい時間
を過ごしましょう。

出前教室の様子／ R3.12.15

溶接でスクラップロボを作ろう !

やってみよう ! 手作り餃子 !

水をきれいにする仕事

病院における管理栄養士の仕事

テーブルマナー & 美味しいステーキの焼き方

金属コマを組み立てて回してみよう
お友達より長く回せるかな

電気をつくる仕事
～わたしたちのくらしを支える電気～

懇親会の様子

