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3月30日に現執行部、次年
度理事、S.A.A.、各会員の皆
様と27年間例会場として利用
した千成より引越しをしまし
た。お手伝い頂いた皆様、ト
ラックを出して頂いた佐々木
幹事、大森会員、髙橋会員あ
りがとうございました。なる
べくなら今まで使用していた
物を使いたいとのことで全て持ってきましたが、名
札置きが老朽化しており危ないので処分させて頂き
ました。備品も思い出も全て千成に置いてきて、本
日から、ここハミルトンホテルにて新たなる出発で
す。月も4月の新年度の始まりで縁起が良いかと思
います。
そしていよいよ今月23日は、50周年式典となり
ます。2月26日はコロナの為延期となりましたが、
今回は必ず行いますので宜しくお願い致します。
それに伴い、来週11日はホテルオークラ・アカ
デミアにて移動例会となります。先に食事をし、当
日の流れ・式典での流れを行う予定ですので皆様ご
協力の程お願いします。
国際ロータリー 会長
ガ バ ナ ー
ガ バ ナ ー 補 佐
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例会場も新しくなり、心新たに頑張っていきます
ので、改めて宜しくお願い致します。

岡野
祐会長
君が代
奉仕の理想
福島 大介会員
ウニバト様(米山奨学生)

前々回の修正

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ハミルトンホテル上総
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．次年度タイム資料
３．かずさFMより冊子
(数に限りあり)
〈報 告〉
１．4月9日(土)にカウンセラー・
米山奨学生指導教員オリエン
テーションが開催されます。
場所：三井ガーデンホテル千葉
受付：14時30分～
開会：15時
出席：廣田カウンセラー、ウニバト君
宜しくお願い致します。
２．次週4月11日(月)は移動例会です。
創立50周年記念式典のリハーサルです。
現地でお食事をされる方は、11時30分～12時30分の
間に順次お食事を済ませて下さい。12時30分からア
カデミアホールにてリハーサルとなります。
宜しくお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．第5グループ親睦ゴルフ大会の出欠について
４．第2790地区・地区大会記念ゴルフ大会の出欠につ
いて
５．米山梅吉記念館より、賛助会員ご入会及び春季例
祭の案内
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委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生祝

4月 の 誕 生 祝
平野

寛明

中野

賢二

松浦

広樹

小関

常雄

木内

髙茂

廣田

二郎

篠塚

知美

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

44.
46.
39.
39.
54.
31.
43.

4. 11
4. 11
4. 16
4. 18
4. 18
4. 27
4. 27

4月の私の記念日
藤代

公成

福田

順也

小幡

倖

宮嵜

慎

H. 1. 4. 1
H. 21. 4. 1
S. 52. 4. 7
H. 28. 4. 24

還暦の抱負
「還暦を迎え60年を振り返る」
川名 正志会員
改めて60年を振り返って思う
こと。一言で言うとあっと言う間
に60年、早すぎた、早かった。
還暦とは60年で一巡り、「赤
いちゃんちゃんこ」は赤子に戻
りもう一 度 生まれ 変わって出
直すと言う意味があるそうです
が、そういう気分には全くなりま
せん。生まれた年、1962年(昭和
37年)寅年です。
【この年の出来事】
東京都1,000万人突破・北陸トンネル開通
ジャニーズ事務所創業
ファイティング原田ボクシング世界チャンピオン

【流行】
リポビタンD・スライスチーズ・T型カミソリ発売
キングコング対ゴジラ 映画ヒット
いつまでも夢を/橋幸夫・吉永小百合
かわいいベビー/中尾エミ ヒット曲
などあったようです。
色々なことがありましたが全てが学びになり、今の
自分がこうしていられるのは、今までの間に出会った
人、誰かのおかげで今生かされていることに気付き、
改めて感謝の気持ちでいっぱいです。
【60歳からの人生の抱負と理想】
一番に自分のコントロール、特に健康管理だと思い
ます。これからの人生も家族や仲間を大切に、そして
世界の平和と地域社会、人の為になれるよう努力して
行きたいと思います。変わらぬお付き合いとご指導を
宜しくお願い致します。
還暦の節目挨拶と致します。

次年度タイム
「会長エレクトセミナーを受講して」
武田富士子会長エレクト
国際ロ－タリ－第2790地区会
長エレクトセミナ－を3月12日
(土)、26日(土)と受講してまいり
ました報告を致します。
2022-2023年度ジェニファ
－・ジョ－ンズRI会長のテ－マ
「IMAGINE ROTARY」(イマジ
ン・ロ－タリ－)世界にもたらせ
る変化を想像して大きな夢を描
き、その実現の為には、ロータリ－の力と繋がりを生か
すようにと呼びかけを受け、小倉純夫ガバナーエレク
トは次年度当地区スロ－ガンとして、「ロ－タリ－の仲
間との信頼を繋ぎ、千葉から世界をかえていこう!」と
し、「ロータリ－を楽しみながら、地域で、そして世界
で良いことをしよう!」を地区第2スロ－ガンとして私た
ちに楽しく奉仕活動を実践していこうと呼びかけられ
ました。
RIの理事会と財団管理委員会は2017年、次の100
年に向けて「わたしたちは、世界で、地域社会でそし
て自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために
人々と手を取り合って行動する世界を目指していき
ます。」とビジョン声明を発表し、2019年7月には、ビ
ジョン声明実現の為向こう5年間の活動を方向付ける
戦略、
①より大きなインパクトをもたらす
②参加者の基盤を広げる
③参加者の積極的なかかわりを促す

④適応力を高める
4つの戦略的優先事項を発表しました。ただし、これま
でロータリ－が最も大切にしてきたロ－タリ－の目的、
4つのテスト、中核的価値観(親睦・高潔性・多様性・奉
仕・リ－ダ－シップ)は不変のものとお話しされました。
次期RI会長は、DEI(Diversity(ダイバ－シティ)多様
性、Equity(エクイティ)公平さ、Inclusion(インクル－
ジョン)包摂性)の推進を強く訴えられました。今後のRI
は、ロータリ－の文化にDEIを深く浸透させ、これを中
心に推進していくことになるとのことでした。
●多様性とは、あらゆる背景、文化、経験、アイデン
ティティを持つ人々が所属しているということ
●公平さとは、全てのロ－タリ－参加者を公平に扱う
こと
●インクル－ジョンとは、自分は歓迎され、尊重され、
重んじられていると誰もが感じられるような体験を創
造し、そのような環境を育むこと
…つまり、クラブが様々な経験やアイデンティティを
持つ人々を奨励し、入会後もその会員を暖かく迎い入
れ、支えていく為の環境を育てていきましょう、という
ことです。
地区運営の基本的な考え方として、ガバナ－の任
務と役割を話され、当地区内全クラブを活性化するこ
と、元気なクラブ作りを支援することに尽きると話さ
れ、「元気なクラブ」とは、
①明確な目標があり、それに向かって会員同士が協力
し合って活動をしている
②会員間のコミュニケーションが取れていて、風通し
がよく、相互の交流が活発であること
③例会が楽しく充実していて、情報の受発信が行き届
いている
ということとありました。
そこで会長エレクトの私たちへロ－タリ－の基本で
ある「親睦」(fellowship)と「奉仕」(service)を大切にし
ながら、クラブのリ－ダ－として元気なクラブ作りの為
に、
①クラブ戦略計画(中長期的計画)の立案
②参加したくなる例会、充実した例会
③クラブの研修員会の設置、充実化
④会員増強、退会防止
⑤ロ－タリ－財団のプロジェクトの実施
⑥会員間のコミュニケーション、DEI浸透
⑦ICTの推進
⑧ロ－タリ－財団、米山記念奨学会への寄付
⑨ポリオ根絶の為の寄付
⑩ロ－タリ－の公共イメ－ジの向上
⑪MyRotaryへの登録とロータリ－クラブ・セントラル
への入力
⑫ロ－タリ－賞へのチャレンジ
⑬ガバナ－公式訪問

⑭ロ－タリ－情報研修会とIM協力等
の宿題が出ました。会員皆様のご協力を頂きながら達
成できますよう努力致します。宜しくお願い致します。
一つ気になった事柄があります。2022-23年度地区
研修リ－ダ－得居 仁様の挨拶の中で、ロータリ－の基
本は親睦と奉仕である。奉仕の原点は「職業奉仕」で
あると言われていました。私は、「奉仕」の捉え方の難
しさと面白さを感じました。
5大奉仕「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」
「国際奉仕」「青少年奉仕」で職業奉仕は、全てのロ
－タリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、職業
のスキルを社会のニ－ズ解決の為に進んで役立てるこ
と、とありましたが得居様は、会員間の奉仕活動が一
番と訴えられていたように感じ取りました。
我君津RCでは、職業奉仕委員会があり、委員会中
心で地元の小学校・中学校での「移動教室」講座開催
活動を実施しており、好評を頂いています。研修リ－
ダ－得居様の原点奉仕の意図と総意しているのかと多
少不安があると、ガバナ－へ報告させて頂きました。
10月3日ガバナ－公式訪問です。その際、再度自分た
ちの意見をお伝えし、もう一方の捉え方があるのなら
ばご指導をお願いしたいと思っております。
また、ロ－タリ－用語の難しさ、知識不足を痛感致
しました。きちんと習得して、7月より会長職を全う出
来るよう努力しないといけないと反省致しました。
以上が会長エレクト研修セミナ－に参加しての報告
です。2022-2023年度も皆様!ご協力宜しくお願い致し
ます。
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50周年式典には、会員全員で一致
団結で行いたいと思います。それ
まで皆様、お身体に気を付けてお
過ごし下さい。
ハミルトンホテル上総での初例会。
先週、引越しにご協力頂いた会員の
皆さんありがとうございました。
いつの間にか60歳を越えて6年とな
りました。
私の記念日、綺麗なお花をありがと
うございました。
誕生日のお祝いを頂きましてありが
とうございます。今月で54歳になり
ます。最近、焼き場の前に立つこと
も辛くなってきましたが頑張って行
います。
新たな会場で次の年度に向けたス
タートとなりました。気持ちを切り
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替えてと思っています。4月7日の
記念日が訪れますが、日々新たにを
モットーに…。ありがとうございま
した。
銀行は3月決算なので、4月からまた
新たな期が始まりました。今期はコ
ロナの収束、ロシアウクライナ問題
の解決を願いたいです。
本日は誕生日のお祝いを頂きありが
とうございました。
久しぶりの例会出席です。コロナ制
限でご迷惑をお掛けしました。コロ
ナは進退感が強く先が見えないよう
にも思います。第7波に注意してい
きたいと思います。
4月になって新しい会場で、又、新
しい気持ちでロータリー活動頑張り
ます。50周年まであと少しです。皆
さん宜しく。
川名会員、還暦おめでとうございま
す。
本日から高校新卒の新入社員が5名
も出社し始めました。今までで一番
多い人数です。これからの研修が楽
しみです。
今日から例会場が変わり心機一転。
ロータリー活動頑張ります。
大当たりでした。ありがとうござい
ました。
先週の土曜日に3回目のワクチンを
接種しました。今日で3日目ですが
まだ体中が痛いです。コロナにかか
らないように気を付けます。
桜は満開ですが気温は真冬並み、ま
ん防解除され少しでも通常に戻れば
と思う間もなく感染者増加、なかな
か望む通りにはいきません。引き続
き、感染予防を徹底しつつロータ
リー活動を頑張ります。
先週末、ゴルフに行った際、桜が満
開でした。非常に綺麗でした。明日
より寒さも解消しそうですが、皆様
コロナを含め体調にはお気を付け下
さい。
ハミルトンホテルでの初例会。生憎
の天気ですが、「雨降って地固ま
る」ポジティブ思考で頑張りましょ
う。
本日から新例会場、4月の新生活の
時期に心新たにロータリー活動を頑
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張りたいと思います。
新年度がスタートしました。ロータ
リーもハミルトンホテル上総での初
例会です。気持ちを新たに仕事、
ロータリーと頑張ります。当社クレ
ン車でUSBを作りました。皆さん1
個/人持って帰って下さい。
武田エレクトお疲れ様でした。50周
年記念事業が無事終了すれば、いよ
いよ次年度富士子丸モードに入って
きますね。まずは4月23日に向けて
会員一丸となって頑張ってまいりま
しょう。ウニバト君も共に頑張って
まいりましょう。世界が平和である
ために、これからもロータリー活動
を頑張ります!
本日は四つのテストを担当させて頂
きました。少しずつ例会に慣れてい
きたいと思います。宜しくお願いし
ます。
皆様こんにちは。今日からハミルト
ンホテル上総さんの初例会。ハミル
トンホテルさん、これから宜しくお
願い致します。
ウニバト君、ようこそ君津RCへ。
今日より新例会場、気持ち新たに頑
張ります。
新地での開催となりました。ハミル
トンホテル様、これから宜しくお願
い致します。
ハミルトンホテルでの初めての例
会。ちょっと慣れるまで時間が必要
かも…。新年度に入り新入社員も
入ってきました。フレッシュな気持
ちでRC活動に取り組んでいこうと
思った瞬間でした。
本日は例会場が変わり、ハミルトン
ホテル上総様にこれからお世話にな
ります。今後とも宜しくお願いしま
す。新しい例会場に戸惑いましたが
心機一転頑張ります。
今日は令和4年4月4日数字が揃うと
何となく嬉しいです。
先週は桜を楽しませて貰いました。
知人に紹介して貰った初めての場所
にも行き、「日本は桜だ」と改めて
思いました。
皆さんこんにちは。ハミルトンでの
初めての例会です。S.A.A.不慣れで
すが、頑張ります。記念日、誕生日
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の皆さんおめでとうございます。
新年度となり、ハミルトンホテル初
例会です。司会、設営、早く慣れる
よう頑張ります。
昨日、千成の坂井さんからサンスベ
リアの大きな鉢を頂きました。大事
に株分けして守って貰います。
昨年の4月に入会させて頂き1年が経
ちました。コロナ禍で例会に出席出
来ない日もありますが、これからも
宜しくお願いします。
新会場で心機一転頑張ります。
企業上の新年度がスタートしまし
た。我RCも会場が変わって初めて
の例会です。前年のことを引きずっ
てはいけませんね。新たな気持ちで
出発しなければいけません。黒岩さ
んありがとうございます。追伸:我
社のカウンターに置いてあるお花た
ちが満開です。3年前の記念日に頂
いた花も満開です。
還暦の抱負、挨拶をさせて頂きまし
た。又、還暦祝いの品頂きました。
ありがとうございました。
阪神9連敗。矢野監督何してんね
ん!!(バカヤロー!!)阪神ファン代表よ
り。
先週、新卒者の入社式を新型コロナ
の影響でWEB中継により、各地を
繋いで分散して実施しました。新し
い人財を迎えて、各人が心身共に健
康で安全に仕事に取組めるよう、
人見神社さんで安全祈願を行いまし
た。宮嵜会員、ありがとうございま
した。

