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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　本日ご入会された北見様、外山様、木内様、福島
様、ようこそ君津ロータリークラブへ!!これからよ
ろしくお願い致します。皆様はこれから配属された
委員会において、ロータリー活動をして頂きます。
その前に本来ならばどこかの夜間例会で親睦を深め
る為に歓迎会を行いたい所ですが、コロナのおかげ
で何もできず申し訳ない気持ちです。収束したらぜ
ひ行いたいと思います。
　そして、入会間もない所ですが当クラブは来月2
月26日に50周年式典を迎えます。皆様におかれま
しては、その際にはぜひ力になって頂きたいと思っ
ておりますのでよろしくお願い致します。
　又、今回非常に嬉しいのが、皆様が入会してく
れたおかげで会員数が60名になった事です。第5グ
ループ内で一番は元より、地区内82グループの中
でも5番目の会員数となりました。これは今年度国
際ロータリー、シェカール・メータ会長のテーマの
一つである会員増強に沿っており、当クラブの戦力
計画においても大きな一歩となりました。
　私達は現執行部として、更なる会員基盤の向上、
拡大を目指し頑張っていきたいと思います。そし
て、この度新入会員様を推薦して頂いた皆様には厚
く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

会　長　報　告

１．第7回理事会が1月17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今後の例会について
        ＊次週の例会よりZOOＭ及び会場出席可能な
　　　　ハイブリット開催
　　　＊2月7日(月)の国際交流協会の卓話
　　　　…コロナ感染拡大により中止
　　  ＊2月14日(月)の移動例会(50周年記念式典リ
　　　　ハーサル)は感染防止対策を徹底し予定　
　　　　通り実施する
　　 ③2022年決議審議会決議案提出について
　　　全会員へメールにてお知らせし、決議案の有
　　　無を確認する
　　 ④当クラブ封筒(定型)新デザインで作成
　　　横書きのデザインで、英語表記を左下に記載
　　　したものと、裏面に記載したもので再度校正
　　　を出して検討する
　　　→後日、理事の多数決により決定
       ⑤バギオ基金について
　　　本日回覧
　　 ⑥次回理事会
　　　2月7日(月)例会前11時30分～
　　　次回新理事会
　　　2月7日(月)例会終了後13時30分～

２．1月18日(火)に第5グループ会長幹事会が開催さ
　　れ、鈴木ガバナー補佐、荒井グループ幹事、　
　　佐々木幹事、事務局の高島、私(岡野会長)5名
　　で出席しました。出席された皆様お疲れ様でし
　　た。

３．1月19日(水)八重原中学校にて出前教室が開催
　　されました。ご協力頂きました会員の皆さまお
　　疲れ様でした。



幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員満足度アンケート

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
　日時：2月10日(木)　休会
　日時：2月24日(木)　休会
　＜袖ケ浦RC＞
　日時：1月24日(月)　休会
　日時：1月31日(月)　休会
　日時：2月7日(月)　休会
　日時：2月14日(月)　休会

２．1月29日(水)地区補助金管理セミナーが開催されま
　す。
　場所：TKPガーデンシティ千葉
　点鐘：13時00分(受付：12時30分～)
　出席：鈴木ガバナー補佐(ZOOM出席)
　　　 武田会長エレクト、
　　　 次年度R財団委員会 髙橋委員長
　宜しくお願いします。

３．2月5日(土)に予定されていたRYLAセミナーは、コ
　ロナ感染拡大により6月25日(土)に延期となりまし　
　た。

４．2月9日(水)に予定していた周西小学校の出前教室
　もコロナ感染拡大の為、延期です。日程は調整中で
　す。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．創立50周年記念式典リハーサルの出欠について
４．会員基盤向上セミナーの出欠について
５．バギオ基金事業報告書と基金への寄付の案内

入会者紹介

君津ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長
北見　文子様

紹介者　吉野　和弘会員

　新会員、北見さんを紹介させて頂きます。

　皆様よくご存知だと思いますが、以前会員でした北
見会員の奥様の北見文子様です。以前、甲府東ロータ
リークラブとの親睦会、君津クラブの会員、家族忘年
会にも参加して頂きました。

　生年月日　昭和17年9月8日(79歳)
　出身地　木更津市新田
　学歴
　　昭和38年3月　共立女子短期大学卒業
　　昭和45年10月　君津ビジネスサービス株式会社
　　　　　　　　　入社
　　昭和52年5月　取締役就任
　　令和2年11月　代表取締役社長就任　現在に至る
　趣味　さき織り
　　　　不要になったりした布を細かく裂いたものを
　　　　ヨコ糸として、麻糸などをタテ糸として織り
　　　　上げた織物や、それを用いて衣類や敷物を　
　　　　作ったりする事を趣味にしている。

性格はひと思いの心の優しい方です。会員の皆様、北
見文子様をどうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社ティースタイル 代表取締役
外山　さくら様

紹介者　川村　優子会員

　皆さんこんにちは。株式会社マルコン警備保障の川
村です。本日は株式会社ティースタイルの外山さくらさ
んを紹介させて頂きます。
　外山さんは、1975年3月29日生まれで46歳です。出
身は東京都、家族構成は息子さんが3人おりまして、一
人は今年大学受験を控えており、4人で暮らしておりま
す。趣味はゴルフです。始めたばかりですがハマって
しまったようです。
　外山さんは20年間専業主婦でしたが、2016年に株式
会社ティースタイルを設立、2018年には木更津塗装を
開業しました。
　外山さんと私は千葉県中小企業家同友会で知り合
い、今年で5年の付き合いをさせて頂いておりますが、
周囲に親しみを感じさせてとても話しやすく、そして面
倒見も良く頼れる女性です。
　千葉県中小企業家同友会の仲間づくり委員長での活
躍は、積極的で今までにない新入会員の増員に繋がり
ました。また、倫理法人会、商工会議所女性部会を通
じて地域貢献、社会貢献を行っております。
　何事にも積極的な外山さんは、君津ロータリーでも
楽しく共に活動してくると思いますので、皆さんよろし
くお願い致します。



協友建機株式会社 代表取締役社長 木内　髙茂様
紹介者　茂田　秀和会員

協友建機株式会社　代表取締役社長
　※建設機械・重車輌の整備、販売、修理
　　建設機械のスペシャリスト「マッハくん」(油圧　
　　ホース)が、日常の定期点検～現場での急なトラ　
　　ブルまで24時間対応で駆けつけます!!
　※木更津潮浜営業所　袖ケ浦・市原工場
　※ドローンスクール　

1979年4月18日生まれ(昭和54年)　※42歳
木更津薬丸病院にて出生
3つ上の姉と2人兄弟

木更津市立南清小学校
木更津市立太田中学校
千葉県立姉崎高等学校

20歳　協友建機入社
24歳まで現場でクレーンやショベルの修理や整備
25歳から営業
30歳　専務取締役
38歳　2017年2月1日より父から引継ぎ、代表取締役社
　　　長に就任

家族構成
　21歳で結婚
　現在20歳の息子と嫁の3人家族

他団体
　21歳　ちばしんきん経営者会入会(現副会長)
　25歳　かずさ青年会議所入会(現OB会員)
　30歳　千葉県中小企業家同友会入会(現会員)
　40歳　木更津法人会(現清見台太田支部長)

株式会社徳山ビルサービス 関東支店長
福島　大介様

紹介者　黒岩　靖之会員

氏名　福島　大介
生年月日　1975年1月30日(46歳)
出身地　山口県柳井市
お住まい　山口県周南市
現住所　富津市大堀
家族構成　5人家族
　　　　　(妻、長男19歳、次男18歳、長女14歳)
略　　歴　1975年に山口県柳井市に生まれ、小学校2

　　　　　年生の時に徳山市(現周南市)に移り住む。
　　　　　中学校からハンドボールを始め35歳までプ
　　　　　レーを続けました。
　　　　　1998年に株式会社徳山ビルサービスに入
　　　　　社し、工事部門にてプラント洗浄業務及び
　　　　　建設工事に従事。
　　　　　2020年に管理業務に異動。
　　　　　2021年11月関東支店へ赴任し、12月より　
　　　　　関東支店長に就任。
趣味　　　体を動かすこと、スポーツ観戦、只今ゴル
　　　　　フ特訓中
座右の銘　『凡事徹底』
　　　　　当たり前のことを当たり前に行えるよう　
　　　　　に、日々過ごしている。
ボランティア活動
　　　　　地元小学校のハンドボールチームの監督を
　　　　　していた。
　　　　　また、当社社長が周南市商工会議所会頭
　　　　　や倫理法人会の要職をやられていて、その
　　　　　関係でいろいろな地域行事等のお手伝い
　　　　　をしてきた。

入会式
岡野　祐会長

北見会員、外山会員、木内会員、福島会員

委員会報告
「ロータリーの友」紹介

公共イメージ向上委員会

１．記事紹介
１）メータRI会長メッセージ(横
　組み：P5)
　2021-2022年度国際ロータ　
　リーのシェカール・メータ会
　長のメッセージ。2004年のス
　マトラ島沖地震の際に家を　
　失った住民の為に500軒の住
　宅を建てたという話が紹介さ



　れています。
　建築家という自分の職業を活かして奉仕した結果、
　味わった充足感は最高であった、という経験が語ら
　れています。当クラブも様々な知識、スキルを持っ
　た方達の集合体なので、もっともっと周りの人たち
　の人生を豊かにできる奉仕活動を企画展開し、自ら
　の人生も豊かにしていける活動をしていかなけれ　
　ば、と考えました。

２）ガイ散策(横組み：P29)
　ロータリーの親睦についての記事。
　ガイ・ガンディカーは「ロータリーの親睦は、ロータ
　リーという苗木が成長する為に、その根に栄養を与
　える土壌のようなものである」と述べているそうで
　す。ロータリーの2本柱は「親睦」と「奉仕」と言わ
　れていますが、ガイさんは、親睦は必要で重要であ
　るが目的ではない、と考えていたようです。
　この辺り、私には真偽のほどは解らないのですが、
　ガイさんは良き親睦を作り出すものとして、7つを挙
　げているそうです。
　①心のこもった握手
　②姓でなく、名前で呼び合う事
　③歌の合唱を行う事
　④その人らしくウィットやユーモアに富む行動
　⑤会員間の思いやり、親切な行為
　⑥礼儀正しさ
　⑦ロータリアンに相応しい振る舞い・思慮深さ
　当クラブでも、これからも良き親睦を深める為に、　
　ロータリアンに相応しい振る舞いと思慮深さを心掛
　け、姓ではなく名前で呼び合うことにしたらどうかと
　思った次第です。

３）CSR/SDGsの時代に考える職業奉仕(縦組み：P4)
　CSR(企業の社会的責任)、SDGs(持続可能な開発目
　標)というのは、企業活動において目指すべき道徳的
　な目標という事になりますが、現代の経営学では利
　益追求が達成された後に目指すべきものと教えられ
　ているそうです。この事に対し、筆者の森田さん　
　は、江戸時代の石田梅岩(ばいがん)という人物を紹
　介して論述しています。
　梅岩は商人でしたが独学で多様な学問を修めて
　「斉家論(せいかろん)」という本を発表した人で、
　商人の社会的地位向上に努めた方のようですが、
　一方で、商人自らも自分の行いが社会にどのような
　影響を及ぼすかをよく考えて行動せよと、説いた方
　でした。
　梅岩は「私欲はどの程度持って良いのですか?」との
　問いに、「全く持ってはいけません」と答えており、
　公益の追求は「利益追求の中にある」という事を認
　識しなければならない、と説いています。

　別の言葉では、「自らの精神で利己主義を抑え、常
　に天下、公の福利を願い、その実現に繋がる行いに
　励むことが人間の本性である」と教えています。
　私達ロータリアンも今一度この言葉を噛みしめて奉
　仕活動を行っていく必要があるのではないかと考え
　ました。

４）ロータリーアットワーク(縦組み：P20～)
　最後に、日本各地のRCからの投稿写真・文章が
　ROTARY AT WORKに纏められています。公共イ
　メージ向上委員会としては本年度の活動計画とし　
　て、地域社会からの認知度向上、他クラブの方々に
　君津RCをもっと知って貰うことを掲げており、当ク
　ラブの各種奉仕活動をタイムリーに「ロータリーの
　友」へ掲載して頂けるように活動を展開していきた
　いと考えていますので、ご協力をよろしくお願い致
　します。
　なお、3月号に「駅前花壇花植え作業」が掲載される
　予定です。当初、生徒さん・先生・我々全員の集合
　写真を提示していたのですが、「ロータリーの友」で
　は集合写真、記念写真、カメラ目線写真は掲載しな
　いとの事で、生徒さんたちの顔・名前が特定されな
　い作業風景写真に差し替えています。

プログラム
年男の抱負

藤代　公成会員

　こんにちは、千葉銀行の藤代
です。
　私は昭和49年8月23日生まれ
の寅年、今年で4回目の年男で
す。私が生まれた昭和49年の出
来事は、長嶋監督の引退、中日
ドラゴンズが20年ぶりの優勝、
尾崎将司がゴルフ日本シリーズ
制覇、北の湖が最年少横綱と
なる、ユリゲラーの超能力ブーム、三木武夫内閣誕生
等々です。
　今年の抱負をお話する前に、少し自慢をさせてくだ
さい。
　千葉銀行内での各支店の評価は、1年を4～9月、10
～3月の上期と下期にわけ、様々な項目を点数化し、そ
の点数の合計で支店の評価が決まります。なんと昨年
の4～9月の君津支店の成績が全店でNo.1を取る事がで
きました。お客様に助けられ、また色々ご迷惑もかけな
がらどうにか1番を取る事ができました。ありがとうご
ざいました。
　さて、今年の抱負です。



　まず仕事面ですが、前期同様に支店の業績を維持
する事はもちろんですが、今年は地域の為にできる
ことをやっていきたいと思っています。前の勤務先で
あった千城台支店は事業者が少ないエリアで、ロータ
リーなどの地域団体への参加もしておりませんでした
ので、ほぼ地域の為の活動はしてきませんでした。昨
年君津支店に着任して、君津市は君津ロータリークラ
ブをはじめ、地元愛の強い方々が多いので、私も地域
の為の活動を一生懸命やらなければいけないと思って
いたのですが、昨年は着任したばかりでそんな余裕も
なくお客様から助けられる事ばかりでした。今年は君
津市の活性化の為の活動をしていきたいと思っていま
す。
　プライベートでは、ゴルフが下手なので練習しなけ
ればいけないと思いながらも昨年はほとんど練習をし
ませんでした。今年は頑張って、お客様と回れるくら
いにはなりたいと思います。皆様ご指導ください。
　また、メタボを解消したいと思っています。40歳過
ぎてから、ずっと腹囲85cm以上のメタボ認定されてい
ますので、今年こそはメタボ脱却を宣言します。
　整いませんが、私の抱負とさせて頂きます。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 まん延防止が発令されましたが、感
染対策をしっかりし全てがやれる方
向でやっていきたいと思います。

佐々木昭博 北見さん、外山さん、木内さん、福
島さん、君津RC入会おめでとうご
ざいます。当クラブも会員数60名と
なりました。第5グループで一番大
きなクラブとして、ロータリー活動
も頑張っていきましょう!

永嶌　嘉嗣 本日北見さん、外山さん、木内さ
ん、福島さんにロータリー情報をさ
せて頂きました。

吉野　和弘 新会員、北見文子様を紹介させて頂
きました。皆様よろしくお願い申し
上げます。

藤代　公成 オミクロンに負けないよう、地域金
融機関として頑張ります。

野中慎太郎 コロナ感染拡大にて会社より、食事
等の対応の厳格さが高まっていま
す。早く収束して欲しいものです。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。新入会員の皆様、
入会おめでとうございます。これか
らもどうぞよろしくお願い致しま
す。

中野　賢二 先日の八重原中学校の出前教室関係

者の皆様、ありがとうございまし
た。おかげ様で子供たちが大喜び
だったと学校側からお礼を頂きまし
た。

黒岩　靖之 株式会社徳山ビルサービスの福島大
介さんを紹介します。皆様よろしく
お願いします。

髙橋　雄一 コロナ禍の中、まん防がまた発令さ
れてしまいました。が!!コロナで3年
目、頑張ろうと思います。お弁当で
頑張ります。いつもありがとうござ
います。

倉繁　　裕 先週、出前教室に参加された皆様お
疲れ様でした。磁気の不思議講座で
は、生徒さんの磁気への好奇心をそ
そる一方、磁気のメカニズムがス
ムーズに理解され、講師の努力が報
われている様子が見てとれました。
教えられる側だけでなく教える側の
若手講師の充実感も得られて何より
でありました。

平野　寛明 君津ビジネスサービス北見様、株式
会社ティースタイル外山様、協友建
機株式会社木内様、株式会社徳山ビ
ルサービス福島様、これからよろし
くお願い致します。

福島　大介 本日入会致しました。皆様よろしく
お願い致します。

木内　髙茂 入会させて頂きありがとうございま
す。本日からよろしくお願い致しま
す。

中村　圭一 ご無沙汰しております。先週の新年
例会には出席できず申し訳ございま
せんでした。久し振りに皆様の明る
いお顔に接し心が明るくなりまし
た。ありがとうございます。

内山貴美子 誕生日のお花を頂きました。北見
様、外山様、木内様、福島様ご入会
おめでとうございます。コロナに負
けず頑張りましょう。

大浦　芳弘 オミクロンまん延ですね、報道の通
り誰が感染してもおかしくない状況
かと思います。感染防止策の徹底と
特に濃厚接触者にならないような生
活を心がけたいと思います。50周年
記念式典も間近に迫ってきました。
準備及び当日対応に注力します。

玉作　朋之 コロナ(オミクロン株)の急な拡大は
本当に心配です。前向きな感染予防
と体調不良時の早期の対処を心掛



け、早期の収束を期待したいもので
す。

大森　敏隆 また感染拡大でまん延防止措置とな
り、なかなか厳しい世の中ですネ。
早く平穏な生活に戻れる事を願って
います!

早見　秀一 新入会員の皆様、共に君津RCを盛
り上げていきましょう。藤代会員、
年男の抱負発表お疲れ様でした。

川村　優子 本日、新入会員の外山さくらさんを
紹介させて頂きました。皆さんよろ
しくお願い致します。

宮嵜　　慎 北見様、外山様、木内様、福島様入
会おめでとうございます。共にRC
活動頑張りましょう。

隈元　雅博 北見文子さん、外山さくらさん、木
内髙茂さん、福島大介さんようこそ
君津ロータリークラブへ。これから
共に地域貢献と世界平和活動に邁進
していきましょう!これからもロー
タリー活動を頑張ります!

遠田　祐治 次回の出前教室が延期との事。3月
にはできるといいですね。

原田　健夫 想像はしていましたが、オミクロン
株の猛威は激しいですね。余程注意
しないことには企業活動にも影響が
出そうです。新入会者の方々、これ
からよろしくお願い致します。

大森　俊介 北見さん、外山さん、木内さん、福
島さんこれからよろしくお願いしま
す。

荒井潤一郎 北見さん、外山さん、木内さん、福
島さん入会おめでとうございます。
地区内82クラブのうち、会員数が5
本指に入る君津ロータリーで楽しく
時を過ごしましょう。

秋元　直樹 北見さん、外山さん、木内さん、福
島さんようこそ君津ロータリークラ
ブへ。これから共に頑張りましょ
う。

小関　常雄 北見様、外山様、木内様、福島様入
会ありがとうございます。よろしく
お願いします。

山内　雅夫 新型コロナ感染拡大が止まりません
ね。まん延防止重点措置の適用も始
まり活動の制限は増えますが、必要
な経済活動は続けていけるよう、感
染防止対策を徹底していきましょ
う。

鈴木　荘一 北見さん、木内さん、外山さん、福

島さん入会ありがとうございます。
これから共にロータリー活動頑張り
ましょう。

篠塚　知美 新入会員の皆様おめでとうございま
す。これからよろしくお願いしま
す。またまたまん延防止が発令し
てしまいました。飲食店はつらい
なー。早く早く通常の生活、仕事に
戻りますように。
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遠田会員『製鉄所内エコな仕事』

小関会員『知ってて知らない？鉄のすごさ！』 早見会員『テーブルマナー & 美味しいステーキの焼き方』

中野会員『溶接でスクラブロボを作ろう』

玉作会員『情報技術を使った設計の仕事』

原田会員『電気をつくる仕事』

倉繁会員『磁気の不思議』

永嶌会員『病院における管理栄養士の仕事』



秋山会員『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』

伊藤会員『水をきれいにする仕事』


