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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いします。
　本来ならば自分の年度も折り返しに入り楽しい
ロータリーライフを満喫したい所ですが、そうもい
かず一番大事な50周年式典がもう目の前に迫って
きました。当日のプログラム内容もほぼ決定し、ご
来賓の石井市長、浜田代議士、日本製鉄高松副所長
にもご挨拶が出来、着々と準備が整ってきました。
　活動計画書に載っているように、皆様と会えるの
も5回程となりましたので、ほぼ50週年式典会議と
なります。そして2月14日は移動例会としてアカデ
ミアホールにてリハーサルをやる予定ですので、皆
様ぜひご出席くださいますようお願いします。又、
コロナで状況が読めませんが、式典に関しては始め
から人数制限を設けておりますので間違いなく挙行
する予定です。皆様におかれましては新年明けてお
仕事がお忙しいと思いますが、何卒RCの活動もよ
ろしくお願い申し上げて、挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

会　長　報　告

１．12月24日(金)に愛児園のクリスマス会に参加　
　　し、子供たちにプレゼントを渡してきました。
　　また、社会福祉協議会に歳末助け合い運動の募
　　金を寄付して参りました。参加された会員の皆
　　様お疲れ様でした。

２．1月7日(金)に市制50周年記念式典に私(岡野会　
　　長)が出席してきました。

３．1月9日(日)に21年度米山奨学生1月報告会が　
　　ZOOMで開催されました。当クラブからは、
　　廣田カウンセラーとウニバト君が出席しまし　
　　た。お疲れ様でした。

４．1月11日(火)に、ブルーベリーヒルズホテル勝
　　浦にて、第5、6、7グループにて合同開催され
　　る会員基盤向上セミナーについて、会議が開催
　　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、福田グループ幹事が出
　　席されました。
　　なお、会員基盤向上セミナーは3月11日(金)14
　　時から開催予定となっております。詳細につい
　　てはお知らせしておりますが、今年度は、当ク
　　ラブは第5グループのホストクラブとなってお
　　ります。会員の皆様はご出席くださいますよう
　　お願い致します。

５．1月13日(木)に君津商工会議所の賀詞交歓会に
　　私(岡野会長)が出席してきました。

６．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より特
　　別寄付をされた廣田会員へ感謝状が届いており
　　ますのでお渡しします。



　　　　　　　第11回メジャードナー

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．第5グループ通信(vol.3)
３．周西中学校の生徒さんより、出前教室講師へお礼
　  状
４．かずさFMより冊子

〈報　告〉
１．明日1月18日(火)第5グループ会長・幹事会が開催さ
　れます。
　　時間：15時～
　　場所：ホテル千成
　　出席：岡野会長、佐々木幹事
　　　　 鈴木ガバナー補佐、荒井グループ幹事、
　　　　 福田グループ幹事
　　　　 事務局 高島

２．1月19日(水)八重原中学校出前教室が開催されま　
　す。講座を開催される会員の皆様、よろしくお願い
　致します。

３．次週1月24日(月)例会前11時15分～入会説明会が開
　催されます。
　会長・幹事、R情報委員会、推薦者、事務局の皆様
　はご出席くださいますようお願い致します。
　また、例会終了後13時30分～50周年記念実行委員
　会会議が開催されます。実行委員会の方は、ご出席
　くださいますようお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次週回覧致しま
　す。
　＊HPにてご覧になれます
２．愛児園クリスマス会及び歳末助け合い募金(市長　
　訪問)の様子(写真)

３．会員基盤向上セミナーの出欠について
４．RI会長杯ワールドゴルフ大会の出欠について

委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生祝

社会奉仕委員会
きみつ愛児園訪問及び歳末たすけあい募金の報告

谷　浩司委員長

　昨年12月24日(金)に、君津愛児園のクリスマス会に
岡野会長、佐々木幹事、内藤副委員長、黒岩委員、秋
山会員、秋元会員、高島さんと参加してきました。コ
ロナ禍という事で短時間での参加となりましたが、内
藤副委員長、秋山会員、秋元会員がサンタクロースに
扮して全員にプレゼントを配布しました。大変喜んで
貰って頂けました。
　クリスマス会の後に、岡野会長、佐々木幹事、高島
さんと君津市社会福祉協議会の歳末助け合い運動の
募金を行ってきました。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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1月の私の記念日



プログラム
年男(還暦)の抱負

谷　浩司会員

　年男となりました谷です。
　今年は壬寅(みずのえのとら)と参宿(しんしゅく)に
当たるそうで、実力を養いながら、何事にも好奇心を
持ってポジティブに進めば華々しい成果が期待でき
る、希望にあふれる年になる年だそうです。最近では
コロナ禍の状況で、今までにない新しいサービスや新
しい技術、新しい補助金などが出てきています。しか
し、情報を自分で探していかなければならないように
なってきたと思います。一人では限界がありますし、情
報の精査にも時間がかかってしまいます。その為、より
効果的に、より短期間で自分にとって必要な情報を探
す為には多角的に勉強していかなければ判断できませ
ん。好奇心をもって積極的に様々な情報を勉強してい
きたいと思います。
　また、昭和49年の干支は甲寅(きのえのとら)で、この
年生まれは「猛虎」と言われ、勢いが良いそうです。
　2022年は人脈に恵まれるそうなので、出会える機会
を増やしていきたいと思います。
 

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 明けましておめでとうございます。
まずは50周年式典に向かって頑張っ
ていきたいと思います。皆様よろし
くお願い致します。

佐々木昭博 皆さん、本年もよろしくお願い致し
ます。オミクロン株感染拡大の影響
で、新年初例会から波乱のスタート
となりました。2月26日の50周年式
典を含め、臨機応変な対応が必要と
なりますので、皆さんのご協力をよ
ろしくお願い致します。

廣田　二郎 新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い申し上げ
ます。私事ですが昨年12月3日に脊
柱管狭窄症の手術をし、腰、足の痛
みから解放されました。クラブより
過分なるお見舞いを頂戴致し、大変
ありがとうございました。ウニバト
君にもカウンセラーの役割を果たせ
ず、大変申し訳なく思っています。
心機一転ロータリー活動に精を出し
ます。

髙橋　雄一 明けましておめでとうございます。
今年度もよろしくお願い致します。

私の記念日にてお花を頂き、かみさ
んが喜んでいました。ありがとうご
ざいます。

鈴木　荘一 本年もよろしくお願いします。記念
日のお花ありがとうございます。ま
た、1/21よりモルックアジア大会
の申込みが始まります!!HPでご確認
ください。

秋元　ゆかり 皆様今晩は。私の記念日のお花、あ
りがとうございました。リビングが
華やかになりました。

藤平　洋司 私の記念日にてお花を頂きました。
真っ赤なお花でパワーを貰いまし
た。ありがとうございます。

篠塚　知美 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。新
年会でお酒が飲めなくて残念です。
またまん延防止措置が発動されそう
ですね。早く普通の生活に戻ってほ
しいです。

吉野　和弘 本年もよろしくお願い致します。お
花ありがとうございました。

小幡　　倖 初例会おめでとうございます。一年
間無事生活が送れるよう祈念してお
ります。4日で73歳になり益々気力
で精進です。ありがとうございまし
た。

荒井潤一郎 岡野年度の後半のスタートです。50
周年もありますので、ロータリー活
動頑張ります。

内藤　智介 息子の泣き声に振り回されておりま
す。年末年始も賑やかです。

猪瀬　　浩 本年もよろしくお願いします。オミ
クロン株の流行が著しく、早ければ
明日にはまん延防止措置が発出され
るかもという報道が出ています。こ
れ以上拡まって医療体制や経済活動
に支障が出ないように、各々気をつ
けてまいりましょう。

秋山　大輔 木内さん、楽しくロータリー活動を
していきましょう。

隈元　雅博 本年もどうぞよろしくお願い致しま
す。木内君、ようこそ君津ロータ
リークラブへ。ウニバト君も共に楽
しみましょう。これからもロータ
リー活動を頑張ります!

伊藤　　彰 新年明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。
新年初例会ですが、又、新型コロナ
拡大の余波で残念です。今後も予断



を許さない状況になりそうなので、
皆様ご自愛ください。

黒岩　靖之 皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もよろしくお願いし
ます。

馬場　孝弘 明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。一
刻も早いコロナ終息を願います。

福田　順也 皆様明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致しま
す。

中野　賢二 明後日は、八重原中学校の出前教室
です。コロナ対策を十二分に行っ
て、開催したいと思います。

坂井佳代子 皆さんこんばんは。新しい年を迎え
ました。本年もよろしくお願い致し
ます。

坂本　直樹 皆様、本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。コロナが心配です
が、一年間頑張っていきましょう。

阿部　輝彦 本年もよろしくお願いします。
山内　雅夫 本日、社内の新成人のメンバーと昼

食会をやりました。若い人たちの夢
や希望を聞き、改めて将来をしっか
りと託していきたいなと感じまし
た。我々も奉仕活動を通して、未来
を作っていければ良いなと思いま
す。

谷　　浩司 本日は2022年最初の例会という事
で、年男の抱負を述べさせて頂きま
した。本年もよろしくお願い致しま
す。

秋元　直樹 今年もよろしくお願い致します。新
型コロナが急激に増えてきてしまい
ました。感染しない様に気をつけた
いと思います。

平野　寛明 明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

倉繁　　裕 皆様、本年もよろしくお願い致しま
す。いよいよ一都三県にもまん延防
止法が適用されそうです。オミクロ
ン変異株の起点である南アフリカで
は、12月中旬より低減、さらに米
国、英国でも減少傾向とのことであ
り、早期のピークアウトを期待して
いますが皆様ご自愛ください。

大川　裕士 天候に恵まれました。新年を迎える
ことが出来ました。本年もよろしく
お願い致します。

宮嵜　　慎 皆様、新年おめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げま
す。皆様の健康と安全を、人見山よ
りお祈りしております。

大森　俊介 皆様、本年もよろしくお願いしま
す。

大浦　芳弘 今年もよろしくお願いします。オミ
クロン株の感染拡大止まりません
ね。弊社でも、感染者及び濃厚接触
者が数名出てきています。現時点で
特徴的なのは、ご家族からの感染及
び濃厚接触で、特にお子様からのも
のが多くを占めているようです。マ
スクありで部活も出来ず、部活での
感染も多いようです。しばらくは感
染への防御を最大限にしながら、地
域経済にも少しは貢献することを心
がけたいと思います。今年もロータ
リー活動に積極的に取り組みます。

永嶌　嘉嗣 先週、3回目のワクチン接種が終了
しました。これでK元さんやS木さ
んとも安心して飲めると思っていた
のに今日は少し残念です。

遠田　祐治 今年は五黄の寅年、36年に1回の運
気の強い年だそうです。良い年にな
るように頑張っていきましょう。



新年例会の様子／R4.1.17

きみつ愛児園クリスマス会の様子／R3.12.24

歳末たすけ合い募金の様子／R3.12.24


