例会日

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報
2021～2022年度

Vol.18

令 和 4年 1 月

第3例会

Ｎｏ.2166

曇

幹

開 始 点 鐘 岡野
祐会長
Ｒ ソ ン グ それでこそロータリー
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残念ながら、2月26日の50周年式典は延期とさせ
て頂きました。自分は何としても挙行したかったの
ですが、式典は出来たとしても祝賀会は厳しいと判
断し、50周年式典委員会の話し合いの中で、この
ような決定となりました。会員の皆様には式典に合
わせて日程調整などして頂いていたと思います。誠
に申し訳ございませんでした。
しかし、中止ではなく延期なので、この先コロナ
が終息していき、感染者数が減った時に照準を合わ
せ挙行出来ればと考えています。予想としては、5
月の連休前、4月の末日あたりとなる4月23日を予
想しております。それまでしっかりと準備をし、式
典日には万全な体制で行えたらと思います。今回や
れる方法をギリギリまで考えましたが、感染拡大の
猛威には勝てませんでした。
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１．1月29日(土)に地区補助金管理セミナーが開催
され、ZOOMにて武田会長エレクト、次年度R財
団委員会 髙橋委員長が出席しました。
お疲れ様でした。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員満足度アンケート
３．八重原中学校より、講師の皆様へお礼状
４．公益社団法人ロータリー米山記念奨学会より寄付
金領収書

1名 67.86 ％
（敬称略）

会

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ホテル千成
Tel:0439-52-8511

会
長
会長エレクト
副
会
長

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：2月3日(木)、10日(木)、17日(木)、24日(木)
休会
理由：定款第7条第1節(d)による
＜富津中央RC＞
日時：2月3日(木)、10日(木) 休会
理由：定款第7条第1節(d)(3)による
＜袖ケ浦RC＞
日時：2月7日(月)、14日(月) 休会
理由：定款第7条第1節(d)(4)による
２．2月5日(土)RLIセミナー(partⅠ)が開催されます。
開催方式：ZOOMに変更
開会：10時10分～
閉会：18時10分
出席：大森俊介会員、谷会員
宜しくお願いします。
３．2月9日(水)に予定していました周西小学校の出前教
室 は、コロナ感染拡大により延期となりました。日程
に ついては中野職業奉仕委員長が小学校と協議し、
改 めてお知らせ致します。
４．次回例会前11時30分より第7回理事会を開催しま
す。理事の方はご出席下さいますようお願い致しま
す。また、例会終了後13時30分より新理事会を開催
します。新理事の方はご出席下さいますようお願い
致します。
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〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．会員基盤向上セミナーの出欠について
４．ロータリー冊子(英語版)

自 己 紹 介
北見

文子会員

君津ビジネスサービス株式会
社 北見です。現在79歳です。
孫が6人います。一番上の孫が
成人式を迎え、晴れ着で式典に
出席出来ました。東京に住んで
いる二番目の女の子は成城大学
社会イノベーション学部 心
理学科に推薦合格致しました。
一番下の六番目の男の子は志学
館高校を特待で合格することが出来ました。今年の1月
にそれぞれの力で進むべき道を歩き始めることが出来
たようです。その知らせは、おばあちゃん孝行をしてく
れたと喜んでいます。
私はというと、朝4時頃起床し、朝食をゆっくりと取
り、テレビの録画・新聞を見て7時40分頃出社致しま
す。
好きな食べ物は果物です。今は長野県の市田柿に
目がありません。休みの日は季節ごとに家の模様替え
を楽しみにしています。日常の普通を楽しく生活する
モットーを目標にしております。

木内

髙茂会員

先日理事の皆様にご承認いた
だき、君津ロータリークラブに入
会させて頂きました、協友建機
の木内と申します。よろしくお願
い致します。
私は1979年4月生まれの現在
42歳です。いわゆる普通のサラ
リーマン家庭の長男として、お
隣の木更津市で生まれ育ちまし
た。父が独立して現在の協友建機を設立したのは、私
が小学4年生の時です。その頃から私も東京の芸能事
務所に通い出しました。子供心にボンヤリと「いつかは
東京で暮らすんだ」と思っておりましたが現実はそう
甘いものではなく、夢破れて20歳で父の会社へ入社す
ることとなりました。

当時の協友建機はクレーン車の修理のみを行ってお
り、私は右も左もわからない現場でサービス員の一人
として働きました。暑さ寒さとの戦いとクレーンのオペ
レーターに怒鳴られる日々でしたが、故障しているク
レーンが動き出す喜びは今でもハッキリと覚えており
ます。
それから4年後、営業マンとなったところでアスクの
隈元社長と出会うことが出来ました。隈元社長とのご
縁で、このロータリークラブにも数多くの出身者がおり
ます青年会議所へと入会することとなり、沢山の経験
と数多くの方達とお会いすることが出来ました。
今回、この君津ロータリークラブに入会することが
出来たことによって、更に私自身が成長出来る機会を
与えて頂けたことに心より感謝申し上げます。
現在の協友建機は、大型や小型の重機の修理や販
売などを袖ケ浦と市原の工場にて行っております。
また、協友建機の子会社であります有限会社アル
ファでは、木更津市潮浜に拠点を構え、草刈機や発電
機の新品中古の販売修理も行っております。こちらの
アルファでは、昨年の12月より「サイワークスドロー
ンスクール」というドローン学校を初めとしたドローン
を使った事業展開も始めました。ご興味をお持ちの方
は、ぜひ御連絡いただければ幸いです。
まだまだ経験値の浅い未熟者でございます。皆様の
ご指導ご鞭撻を頂戴しながら、商いと共にロータリー
活動も励んで参りますので、どうぞよろしくお願い致
します。

福島

大介会員

この度、木信産業株式会社
黒岩社長様に推薦頂き、この君
津ロータリークラブに入会させ
て頂きました。株式会社徳山ビ
ルサービスの福島です。皆様よ
ろしくお願いします。
本会には平成28年から村上そ
して昨年4月から前任の折田と
入会させて頂き私で3人目となり
ます。前任者同様に可愛がって頂ければ幸いです。
自己紹介させて頂きます。福島大介、山口県出身の
47歳です。妻と子供が3人の5人家族です。自宅は山口
県周南市となりますが、現在は単身赴任となり富津市
の大堀に住んでいます。
趣味は釣りとハンドボールです。山口ではハンド
ボールのクラブチーム運営に携わっていた事から仕事
以外の時間は、チームの運営や指導に時間を費やして
いました。単身赴任となりポカンと空いたプライベート
な時間ですが、現状は日々の業務と慣れない家事に追

われて余裕のない生活を送っています。この辺りは釣
り場やゴルフ場が沢山あると聞いていますので、徐々
に近辺の釣り場探しやゴルフの練習を始めたいと思っ
ています。
ロータリーでの活動は初めての事ですが、目的や基
本理念を理解し、皆様と一緒に奉仕活動や地域貢献活
動に参加し懇親を深めていきたいと思っていますので
よろしくお願いします。
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オミクロン株感染拡大により、飲食
業界を始め、色々な事業に大打撃を
受けています。耐えて乗り切ってい
きましょう!!
オミクロン株感染拡大の影響で50
周年式典を延期せざるを得ない状況
となってしまい、ご来場予定だった
皆様にはご迷惑をお掛けします。そ
の分更に良い内容にしていきましょ
う!
3人の孫が、成人式を向え、大学合
格、高校合格になりました。
勉強させていただきます。よろしく
お願いします。
本日は自己紹介のお時間を頂きあり
がとうございました。
出前教室の写真を頂きました。楽し
そうで良かったです。
新入会員の皆さん、自己紹介ありが
とうございました。一緒にロータ
リー活動を楽しみましょう。よろし
くお願いします。
北見会員、木内会員、福島会員、よ
ろしくお願いします。ロータリー活
動を共に励んで参りましょう。
新入会員の北見さん、木内さん、福
島さん、よろしくお願い致します。
かずさマジック、日本選手権に向け
3月東京スポニチ大会、4月岡山大
会、5月岐阜ベーブルース杯大会と
決まりました。是非応援に行きたい
です!
オミクロン株が身近に迫っているこ
とを日々感じながら日常を過ごして
います。出来る予防策を徹底する事
と、濃厚接触にならない生活を徹底
するしかないですね。50周年記念式
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典も一旦延期となりましたが、コロ
ナ禍でも可能なロータリー活動を頑
張ります。
発表されている君津市のコロナ感染
者数は千葉県では丁度20番目。先月
までは22番目だったのですが、1月
に入り急拡大しました。皆様自分の
身は自分で守りましょう。
1月もあっという間に終わり、もう
すぐ北京オリンピックが始まるとい
うのにオミクロン株で不安な毎日
が続きますネ。早く終息して楽しい
日々が来ますように!
新入会員の皆さん、自己紹介ありが
とうございました。引き続きよろし
くお願いします。
寒い日が続きますね。オミクロン株
がそこまで来ています。早くこの混
乱な日常から、平穏な日常に戻って
もらいたいですね。
北見文子さん、木内髙茂さん、福島
大介さん、自己紹介をありがとうご
ざいました。共に頑張ってまいりま
しょう!これからもロータリー活動
を頑張ります!
我が社でもコロナ陽性者が急増して
きており、まだまだウィズコロナに
は程遠い状況です。パァ～と騒げる
ようになる日はいつ来るのでしょう
か…
本日は所用の為、お先に失礼しま
す。
本日4つのテストをやらせて頂きま
した。ロータリーに入会し、色々な
経験が出来ております。
新入会員の皆様、自己紹介お疲れ様
でした。一緒に君津RCを盛り上げ
ましょう。
新しく会員になられた皆様、よろし
くお願いいたします。米国のインフ
レ抑制に対する金利上昇の動きによ
る世界的な株価低下、原油高に伴う
ガソリン高騰など経済的変化が発生
しています。まずは、オミクロン株
感染の早期ピークアウトによる経済
的影響が最小に収まることを期待し
ています。
北見さん、木内さん、福島さん、自
己紹介ありがとうございます。
新入会員の3名の方々、よろしくお
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願いします。君津ロータリークラブ
は活気があって良いですね。
八重原中学校の生徒から、出前教室
のお礼の手紙が届きました。とても
丁寧な礼文を見て「これからも頑張
るぞ～!!」と感じました。それと、
全員が字が綺麗なのにビックリしま
した。私は自分の書いた字が読めな
くて苦労しています。恥ずかしくな
りました。
所用で早退します。
北見会員、木内会員、福島会員、こ
れからよろしくお願い致します。共
にロータリー活動を頑張りましょ
う。

