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令和4年4月23日、創立50周年記念式典が執り行
われました。会員の皆様には朝9時集合で丸一日の
活動、ありがとうございました。
式典一部は、早見会員・川村会員の司会で始ま
り、PM13:30点鐘、武田会長エレクトによる開式の
言葉、雅楽同友会による君が代演奏、記念事業と
して地区米山記念ロータリー財団への寄付、君津市
や教育振興への寄付、人見神社への時計寄贈をさせ
て頂き、続いてご来賓の皆様からご祝辞を賜りまし
た。
第二部は、宮嵜会員の雅楽で始まり、竹田恒泰様
の記念講演、そして雅楽演奏で閉めるという、とて
も素晴らしいものだったと思います。
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第三部としての祝賀会は坂本親睦委員長による司
会で始まり、ウェルカム演奏で周西南中学校の吹奏
楽部の皆様に来て頂きました。吹奏楽部の演奏に
思った以上の盛り上がりと反響があり、生徒達が大
変喜んでいました!!そして、秋元パストガバナーの
元気な姿での乾杯が見れました。祝賀中はステージ
上で50年の歴史の画像が流れ、とても和やかに進
み、ラストは今年度ガバナー補佐の鈴木会員で閉め
て頂きました。
一部・二部・三部と非常に良い式典だったとお褒
めの言葉をたくさん頂きました。
どれもこれも良かった式典ですが、何が一番良
かったか?それは、出席率が100%だった事です。会
員全員で集まり、会員全員で同じ方向に向かい、会
員全員が事を成し遂げる、まさしくそれが実り、こ
の式典の成功に結びついたものだと思います。
この50周年式典の出来事が一生皆様の心に残る
ものであり、自信を持って次の時代に繋げたのでは
ないでしょうか!!君津ロータリークラブ最高です!!
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１．4月29日(金)、地区研修・協議会が開催され
ました。
【出席者】
竹田会長エレクト・大川副幹事・廣田会員
大浦会員・川村会員・秋元ゆかり会員
内藤会員・平野会員・茂田会員・髙橋会員
谷会員・地区社会奉仕委員の佐々木幹事
(以上12名)
お疲れ様でした。
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佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員基盤向上セミナーの報告書
３．第5グループ通信
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〈報 告〉
会員の皆様にはFAXにてお知らせしておりますが、
次週16日の例会はメインプログラムが次年度タイムと
なっております。
次年度委員長を中心に、次年度活動・担当などにつ
いて協議して頂きます。宜しくお願いします。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．フェアウェルパーティの案内
４．佐倉中央RC創立25周年記念式典の出欠について
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地区研修・協議会の報告

武田富士子会長エレクト

国際ロ－タリ－第2790地区
2022-23地区研修・協議会に4月
29日に参加してきました。
研修部会に廣田会員、管理運
営部会に大浦会員と秋元ゆかり
会員、奉仕プロジェクト部会に
内藤会員・平野会員、青少年プ
ログラム部会に茂田会員、ロ－
タリ－財団部会に髙橋会員、米
山部会に谷会員、会長部会・幹事部会に私武田と大川
会員が参加しました。
先日の会長セミナ－受講報告でも申し上げました
が、小倉ガバナ－エレクトより2022-23年度のジェ
ニファ－・ジョ－ンズRI会長のテ－マは「IMAGINE
ROTARY」(イマジン・ロ－タリ－)世界にもたらす変
化を想像して大きな夢を描き、その実現の為には、ロ
－タリ－の力と繋がりを生かすようにと呼びかけを受
け、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、千葉から世界を変えていこう!」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、楽しく
奉仕作業を実践していきましょうと呼びかけられまし
た。
そして次期得居地区研修リ－ダ－より、参加した私
達に次期のリ－ダ－として地区運営方針を共有して活
動への意欲を高め、各クラブが元気で活気溢れるクラ
ブになるように!と地区指導チームは種々の支援をする
準備を整えているとおっしゃいました。各部会別協議
会では、ロ－タリ－の基本である「親睦」(fellowship)と
「奉仕」(sarvice)を大切にしながら地区委員会と連携・
協力して、委員会活動実施実現を呼びかけられまし
た。
私が参加した会長部会では、①クラブの10年後の
目標を立てその為の戦略計画(中長期的計画)を立案②
例会のマンネリ化を防ぐ③クラブにDEIを浸透させる
④クラブにロータリ－研修委員会を設置し、その充実
を図る⑤ロータリ－の信頼出来る仲間を増やし、その
仲間の退会の防止⑥R財団の補助金を利用した奉仕
プロジェクト実施⑦会員間のコミュニケーションを図
り、DEIを浸透させる⑧どのような緊急事態においても
例会や委員会が開催出来るよう、ITを推進する⑨R財
団、米山記念奨学会への寄付をお願いする⑩ポリオ根
絶の為の寄付をお願いする⑪マイロ－タリ－に登録し
て、クラブセントラルの活用をする⑫ロータリ－賞への
チャレンジ!、と12の具体的な例を示唆されました。
今回のこの研修・協議会を参考にさせて頂き、皆様
にご協力頂きながら2022-23年度のクラブ運営に取り

組んで参ります。宜しくお願い致します。
2022-23年度のスタ－トが間近に迫っている事を自
覚しました。皆様ご指導ください。宜しくお願い致しま
す。

自己紹介

高島 俊治会員

こんにちは!この4月より君津
ロータリークラブに入会させて
頂く事になりました高島です。
宜しくお願いします。
ロータリークラブは初めての
経験であり、諸先輩会員の皆様
のご指導を頂きつつ、微力なが
ら地域社会への奉仕活動等に尽
くしたいと思っております。
さて、私は1959年(昭和34年)に、兵庫県姫路市で生
を受けました。その後、9歳の時に父親の転勤の為、大
分県大分市に移り住みました。以降高校卒業まで大分
市で育ち、また、父が本籍地を大分に移した為、自称
大分出身を申しております。
少年時代は、これといったエピソードは無いのです
が、小学5年生から中学生時代は、新聞配達を続けてお
りました。朝刊だけの配達でしたが、毎朝5時頃には起
床して、約1時間の配達を行っていました。なぜ始めた
のか?は良く覚えていないのですが、中学3年生までは
継続しようと自身で決めた覚えがあります。
高校は、ラグビーで有名な「大分舞鶴高校」に進学
しました。ラグビーはやらず、機械いじりが好きだった
ので、放送部に入りました。一応、放送劇などを製作
し、コンテストに応募したりしておりました。
大学は、父親の影響もあり、「金属工学を学びた
い」、「東京に行きたい」との考えだけで、たまたま受
かった千葉工業大学に進学しました。今を思うと、こ
の時から千葉県との運命がスタートしていたことにな
ります。
就職では、鉄鋼に関係する企業の中から、教授の推
薦もあり、1984年(昭和59年)に㈱テツゲンに入社致し
ました。八幡支店、大分支店と経験し、1993年(平成5
年)に転勤となり、富津にある日本製鐵㈱の研究所に派
遣研究員として赴任致しました。
その後、1995年からテツゲンに戻り、以降2016年3月
までの21年間、計23年間君津の地にお世話になりまし
た。
この間、潮干狩りやマザー牧場等、色々なレジャー
も堪能致しましたが、特にゴルフには下手の横好きで
はありますが、熱中して取組みました。
2016年4月から今年(2022年3月)までは東京の本社で

の勤務を挟みますが、今回君津に戻って参りました。
以上、大学と社会人で計29年間、人生の半分を千葉
県民として過ごして参りました。子供も今は東京にお
りますが、育ちは千葉県となります。家族全員が、この
地で地域の皆様方と長年お付き合いさせて頂いて参っ
た所ですが、これからはロータリークラブの一員として
お付き合いさせて頂きたいと思いますので宜しくお願
いします。

職業奉仕委員会
出前教室の報告
講座名「病院における管理栄養士の仕事」
玄々堂君津病院
長谷川みずほ様
玄々堂君津病院では、「病院
における管理栄養士の仕事」を
テーマに講座を実施しました。
栄養士の活躍・朝食の重要性
を学んで貰う事を目的として、
前半では「病院の管理栄養士
の仕事」について、後半では手
作りグラノーラの調理実習を行
い、「朝食の重要性」について
一緒に考えました。
「病院の管理栄養士の仕事」では、私達が普段行っ
ている食事・栄養管理の業務を少しでも分かりやすく
イメージして貰う為に、実際の栄養素が書かれている
献立表を配布し説明を行いました。また、実際に患者
様に提供している栄養剤も紹介しました。
「朝食が大切な理由」では、内容に入る前に「朝ご
飯を食べていますか?」という問いかけを行い、生徒さ
んの現状について把握しました。若い年代では、生活
リズムの乱れ等から朝食を抜いてしまう傾向が見られ
るからです。しかし今回は、ほとんどの方が「朝食を食
べています」と答えてくれました。是非、現在の習慣を
今後も継続して欲しいと思いました。
また、調理実習の手作りグラノーラは、普段の食事
で不足しやすい食物繊維やビタミンB群を簡単に摂
取出来ます。各グループ楽しそうに取り組んでいたの
で、実習内容を今後の生活に繋げて欲しいなと思いま
した。
今回の出前教室を通して、生徒さんには栄養士が身
近な場所で活躍している事や、健康に過ごす為に朝食
が重要であることを理解し、これから将来を考える上
で、少しでも参考にして貰えたら嬉しく思います。
今回は出前教室に参加させて頂きありがとうござい
ました。

講座名「テーブルマナー&美味しいステーキの焼き方」
木更津ワシントンホテル
茂木
直様

講座名「情報技術を使った設計の仕事」
日鉄テックスエンジ㈱
水野 洋太様、佐藤 泰平様

株式会社新昭和「木更津ワ
シントンホテル」の茂木と申し
ます 。今回の出前 教 室では、
「テーブルマナー&美味しいス
テーキの焼き方」というテーマ
でした。
・洋 食を 食 べる時 のナイフ、
フォークの並 べ 方 、使う順
番、使い方(座学20分)
・家庭でも出来る美味しいステーキの焼き方(実技)
小学生という事で、テーブルマナーという言葉に聞
き覚えの無い子が大半でした。本来であれば、マナー
を説明しつつフレンチのコース料理を順番に説明して
いくのが流れですが、今回は一般的なマナーとお肉料
理の食べ方にフォーカスしてお話致しました。
マナーでは、食事は一人でするより相手が居た方が
楽しいもの、食事を楽しむには相手への思いやり、お
店への敬意＝テーブルマナーが必要という事を中心に
お話致しましたが、難しい単語も多く、慣れないシーン
という事もあり正直難しい顔をしていました。
実技では、実際の牛肉を焼いて食べるという事で、
シェフが流れの説明をしながら行いました。家でも出
来るという事を意識しましたので、なるべく分かりやす
く、器材も調理室にあるフライパンを使用し、盛り付け
たステーキは最初にテーブルマナーでお話したステー
キの食べ方を実践しながら召し上がって頂きました。
皆さん楽しみながら行っており、自分で焼いたステー
キは美味しいという事で好評でした。牛肉の部位の説
明は、時間が掛かりすぎてしまい無くしました。
最後に一人ずつ個人の名前入り修了証を用意し、配
布致しました。
質疑応答では、「接客で心掛けている事」という質
問が多かったです。まず身だしなみ(髪型、制服など)、
お客様はもちろん、調理やサービスの仲間、最後は人
と人なので笑顔で接客する事とお話致しました。
ホテル、レストランというお仕事は、ただ料理を作っ
て出すという仕事では無く、テーブルマナーや細かな
気配り、心遣い、身だしなみや技術が揃って初めて
「美味しい、良いレストラン、良いホテル、また行きた
い」に繋がると思います。ホテルは非日常を演出する
仕事で、とても夢のある仕事という事をお伝え出来ま
した。
今回は出前教室という素晴らしい機会に参加出来た
事をとても嬉しく思います。ありがとうございました。

今回は、「情報技術を使った
設計の仕事」と題し、VRゴーグ
ルとスマートグラスを用いて講
義を行いましたが、最新の情報
技術に興味を持ったとても明る
い12人の生徒が集まってくれま
した。講義を通じて感じた事に
ついて、以下のとおりご報告し
ます。
講義で工夫した点や苦労した点
どうすれば飽きずに講義を受
けて貰えるか悩みましたが、仕
事の内容説明を分かりやすく端
的にまとめ、生徒一人一人がVR
やスマートグラス体験により多く
の時間を使えるよう工夫した事
で、生徒が飽きずに参加して貰
えたかと思います。
生徒と触れ合って感じた点
パワーポイントなど口頭の説明だけでは無く実際に
機器を操作して貰う事で、生徒がとても興味深く講義
を受けてくれた事から、体験する事の重要性を感じる
事が出来ました。
自分含む講師が成長した点
工夫次第で素直な生徒達は喜んでくれる事が良く分
かりました。講師としては、生徒達の喜んでくれた姿
に触れ、自分達の仕事に自信と誇りを持てた事が一番
の成長だったと思います。
機会を与えて頂いた事への感謝
今回、地元学生と直接触れ合う貴重な機会を頂きあ
りがとうございました。地元企業として今後も地域の
発展に貢献する事が出来ればと考えております。また
同じような機会があれば喜んで参加させて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。
出前教室実施報告
1.授業内容
(1)対象
八重原中学校 1年、2年 123名
(2)日程
2022年1月19日(水) 10:00～12:00
(3)方式
授業方式(出来る限り実習等を取り入れ)
(4)講座数
8講座
(5)担当会員 玉作会員

(6)講師名 日鉄テックスエンジ㈱
佐藤泰平、宮本章弘、嶋田淳一
曽根純恵、熊谷拓海
(7)テーマ 情報技術を使った設計の仕事
(8)教室
PC室
(9)生徒数 12名
(10)授業内容
色々な設備の形を決める設備設計について、現代の
情報技術では、3D(立体)で設計図が作成出来るよう
になっています。
そこで、今回は3Dによる設備設計の様子を紹介し、
作成した設備のイメージをバーチャルリアリティで
様々な角度で見て、体感して頂きます。
2.実施要領
(1)使用機器
スマートグラス×4台、VR×2台、PC・タブレット端末
(2)講義内容
①会社概要説明
②工場等の動画上映
⇒スマートグラスにて(360°見渡せる)
③VR、3DCAD活用の紹介
⇒PB工場、常代寮部屋食堂の動画をVRにて
交代で紹介
※②③は参加者を4班に分けてローテーションし、
全員に体験頂く

③スマートグラス体験/離れた現場(廊下)との通信体験
(講師：建設管理 嶋田AM)

④スマートグラス体験/360°動画視聴
(講師：総務人事Gr 宮本ST)

3.実施風景
①会社概要説明
(講師：総務人事Gr 佐藤ST)
⑤参加者集合写真

②VRを使用した設計手法の紹介
(講師：総務人事Gr 熊谷ST)
4.所感(参加者の声)
≪所感≫
今回、中学1・2年生を対象に「情報技術を使った設
計の仕事」と題して、VRとスマートグラスの体験を
して貰いました。私達の講座には、3DやVRに興味が
あって選んだという、とても明るい12人が集まってくれ
ました。

≪VR体験≫
自社工場と支店事務所の映像を元に見学して貰い、
「思った以上にリアル!」や「眼だけじゃなく体で体験
出来た!」等と盛り上がっていました。
≪スマートグラス≫
360°カメラで撮影した自社工場と寮の部屋や食堂
の動画を見て貰ったところ、「普段見れないところを
見れて新鮮」や「綺麗な部屋にに住んでますね!」「ご
飯美味しそう!」と驚いていました。またスマートグラス
とPCを使って、会話や視野の共有も体験して貰い、最
新の技術をアピールする事が出来ました!途中、先生方
にもVRとスマートグラスを体験して頂き、「今の技術
は凄いなぁ」と感心して頂きました。

講座名「製鉄所のエコなお仕事」

㈱テツゲン
藤平 貴志様

今回出前教室では「製鉄所の
エコなお仕事」の紹介として八
重原中学校と周西小学校を担当
させて頂きましたが、残念なが
らコロナの影響もあり周西小学
校は資料のみの配布となりまし
た。
八重原中学校は対面で実際に
顔の表情を見ながら実施する事
が出来、非常に良かったと思っています。前半部分で
は会社概要の紹介を行い、聞き慣れない言葉も多かっ
たのか、中には不安げな表情をしている生徒も見えま
したが、使用用途などを説明すると、意外と自分達の
身の回りに使われている事が分かり、興味が湧いて
きた様子が伺えました。その流れで後半部分となりま
す、当社の製品「スラグ」(製鉄工程で発生する副産物)
を使用したコンクリート造りを行いました。
シリコン製の型にセメントを流し込み、固まる前に飾
り付けを行う作業となりますが、時間の経過と共にセ
メントが固まり始めますので時間との勝負となります。
欲張りな生徒はこれでもか!というほど飾り付けを行っ
ていましたが、中には型に入れるだけでシンプルな物
を作るなど個性豊かな物が完成し、最後は作成したコ
ンクリートを並べ記念撮影をして授業終了となりまし
た。
我々も地元企業の一つとして少しでも貢献していき
たいと思っていますし、会社を知って頂く場の一つと
して積極的に今後も参加していきたいと思っておりま
すので引き続き宜しくお願いします。

講座名「磁気の不思議」

三島興産㈱
倉繁
裕会員

今回、八重原中学校にて開催
された出前教室に講師として参
加させて頂きました。「磁気の
不思議」というテーマで授業を
行い、出前教室への参加は5回
目となります。
授業内容は、学校でも学習し
日常生活でも多く利用される磁
気について、学業の復習から切
符等日常生活での利用方法について紹介しました。
ゲームを体験して貰うため、初めに環境磁気ノイズ
を打ち消すことが出来る「磁場キャンセラ」という装置
を紹介しました。次に「磁気探査装置」という金属探
査に使用されている装置について、ターゲットを専用
フィールドに設置、見えないターゲットを探査し発見す
るゲームを行う事で、楽しみながら磁気について紹介
しました。
実際の磁気探査装置は、沖縄県等で不発弾探査に
使われている事を説明し、今でも第二次世界大戦時の
不発弾が発見され処理されているという事を伝えまし
た。
今回初めて講師を担当させて頂き、当日の目標を磁
気について興味を持って貰う事として授業を行いまし
た。授業中、ゲーム体験中に生徒が不思議がったり、
感心したりしている姿を見て、新たな発見や体験に繋
がったのではないかと感じております。授業終了後、
磁気について質問して貰えた事から、自身の目標を幾
分達成していたのではないかと考えています。
また、出前教室に参加させて頂いた事により、自分
自身の至らない点についても確認できる良い機会を頂
けました。この活動に参加する機会を与えて頂いた君
津ロータリークラブ様に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

講座名「電気をつくる仕事」

今回の出前教室では、君津共
同火力がどんな会社かを知って
頂く為、「電気をつくる仕事」と
いうテーマで、電気の歴史から
君津共同火力の会社概要、電気
の特徴等、体験実習を交えて講
話を行いました。

君津共同火力㈱
原田 健夫会員

まず冒頭に、2019年の台風に触れ、生徒の皆さんが
実際に体験した電気の無い生活の不便さを思い出して
貰い、電気の大切さを認識して頂きました。
会社紹介では、君津共同火力を知らない生徒さんが
大半でしたので、目で見て分かりやすい火力発電模型
での実演を行い、火の力を使って蒸気を作り、タービ
ンを回して発電機を動かすまでの流れを知って頂きま
した。
体験実習では、①銅線を巻いたプラスチックの筒に
磁石を入れた実験器具を使用し、磁石が右へ左へと移
動させる事で電気を作る体験、②手回し発電機にLED
電球や扇風機を繋ぎ、電球の数を増やすにつれて手回
し発電機が重くなる体験をして頂きました。ここでは、
うまく点灯させる事が出来ず、苦労している生徒さん
もおり、小さなLEDであっても多大な労力が掛かる事
を感じて貰えたかと思います。
今回の講話で、君津共同火力を知って頂くのはもち
ろんの事、仕事に携わっている私達の生の声で、人々
の生活を支えている事へのやりがいや、24時間発電し
続ける事の大変さを伝える事が出来たかと思います。
質疑応答の中では、生徒の皆さんから「君津共火へ
入社するには何が必要か」「君津共火へ入社を決め
た理由」等の質問を頂き、今まで触れる事が無かった
【仕事】について興味を持って頂けたかと思います。
また、今回の講話をきっかけに、自分の将来につい
て考えたり、なりたい自分を見つける事に繋がり、将
来の進路選択へ役立ってくれたのではないかと思いま
す。出前教室を通じて、相手が知らない事を伝える・
教える事の難しさや、説明する為の準備の大切さを再
認識致しました。
また、生徒の皆さんの純粋な質問から、逆にこちら
が勉強させられる事があり、良い気付きの場にもなりま
した。こうした地域貢献の場は、お互いにとって有意
義であると感じましたので、続けていく事が大事だと
感じました。

パワーポイントを使って説明する松根さん

火力発電模型で実演を行う佐藤さん

講座名「知ってそうで知らない?鉄のすごさ!」
日本製鉄㈱
小関 常雄会員
2022年1月19日に八重原中学
校へ広報センター担当者と共に
伺い、鉄のつくり方、鉄の科学、
工場についてキャリア学習を意
識してオンライン授業用の教材
をメインに実際の鉄鉱石サンプ
ル、ハイテン鋼材なども使用し
た授業を行いました。
新型コロナウィルスの影響で
近隣小中学校からの工場見学を停止しており、今回の
出前授業は良い広報活動の機会を頂いたと感謝してお
ります。
今後とも君津ロータリークラブの各種活動に積極的
に参加し地域との良好な関係維持に努めたいと考えて
おります。

講座名「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。」
㈲光精工
秋山 大輔会員
この度、小中学生に金属製品
を手にして貰い金属加工に興味
を持って欲しいという事で出前
授業に参加させて頂きました。
入会間もない為どのように講
義を進めれば良いのか分からな
い事ばかりでありましたが、生
徒の皆さんの授業に臨む姿勢が
素晴らしく助けて貰いながら行
うことが出来ました。
まずは金属加工の知識を勉強して貰い、直径2cmの
小さな金属コマ(軸2種類、重り3種類のコマキット)がど

のように作られるか動画を見て頂き組み付けて貰いま
す。工夫をして長く回るオリジナル金属コマを作り上
げ「コマ大戦」(けんかコマ大会)を開催しました。
一対一でコマ回しをして対戦している時は無邪気な
笑い声に包まれ楽しんで貰えたようでほっと致しまし
た。後日お礼状を頂き、当日チャンピオンになったお
友達に休み時間等で挑戦を続けてやっと勝てるように
なったとの報告もあり、その後も手にして貰えている事
に大変嬉しく思いました。
是非、次年度以降も参加させて頂きたいと思いま
す。貴重な機会を頂きありがとうございました。

実習でしたが、各々包む焼く食べる等、手際にかなり
の差が出来てしまい、時間内にお腹一杯食べた生徒も
いれば、ほとんど持ち帰りの生徒もいました。
最後にバナナを餃子の皮で包んでチョコレートシ
ロップをかけ、デザートで皆で食べました。
初めての餃子で色々準備に手間取りましたが、最後
は皆笑顔で終わりました。ありがとうございました。

講座名「水をきれいにする仕事」

今年度の出前教室は、私が職
業奉仕委員長という事で、例年
の何十倍も手間が掛かりました
が、関係者の方々が協力して頂
いたお陰で、コロナにも負けず
に大成功で終える事が出来まし
た。
今年の職業奉仕委員会の活
動方針は、若者に仕事に対する
夢と希望を与えて、働く事の尊さと楽しさを知って貰
う事、そして職業奉仕を通じて会員の人生を豊かにし
て、今後のスキルアップに繋げるという2本柱でした。
周西中学校1学年の80名を対象に7講座と八重原中
学校1・2学年の123名で10講座を開催して、子供達に
仕事に対する希望と働く事の楽しさを教えてきまし
た。(八重原中学校は、昨年コロナの影響で中止となっ
ていた為、2年生も一緒に授業を受けました。)
周西小学校はコロナのまん延防止期間延長の為に中
止となりましたが、授業に関連する資料を対象生徒に
配布しました。出前教室ほどの効果はありませんが、
一人で色々な授業の知識を得る事が出来たと、お礼の
連絡を頂きました。
今回は今まで気になっていた事を改善して、新しい
出前教室を実施しようと考え、色々と変更を加えまし
た。①授業時間を1時間から1時間半へ(写真撮影を含
めて)②趣旨や全体の流れ、段取りが理解出来るように
案内文を作成③新規講師や学校関係者でも分かりやす
くプログラム様式を変更④何の授業か分からない体育
館での写真撮影を実際の教室に変更して、実験機器や
自分達の作った物と一緒に撮影⑤関係者や撮影者に教
室が分かるよう配置図を作成⑥プロジェクターを明る
くても見やすい大型テレビに変更⑦今まではバラバラ
に学校へ入っていましたが、今回は受付を設置して検
温・消毒とサインの実施⑧短かった準備時間を30分以
上の変動制に変更⑨閉会式をZOOMに変更⑩学校内
で出前教室関係者と分かるようにスタッフプレートを
着用⑪その他コロナ対策(講座毎にアルコールを設置

日鉄環境㈱
伊藤 彰会員

当社の基本理念である「水と
共に産業・社会の発展を支え。
人々を幸せに」に基づき、当社
事業である「水をきれい」にす
る為の授業カリキュラムとしま
した。具体的には、身近に使っ
ている「水」に関しての説明や
クイズ、更には汚れた水を綺麗
に浄化する実験を中心に行いま
した。特に、水が浄化される実験では生徒さん達から
も歓声が上るぐらい良い経験になったのではないかと
思っております。
また、出前教室の講師は当社の若手を中心に編成
し、彼らも人に教える事の大切さを学べる貴重な教室
であり、今後ともこの教室を通じて社会への貢献をし
ていく事の喜びに気づいたと考えています。
来年度以降も本教室への継続的な参加により、引
き続き地域社会の教育にも貢献していきたいと存じま
す。

講座名「やってみよう!手作り餃子!」

ホテル千成
坂井佳代子会員

ホテル千成の出前教室は、今まで炒飯の作り方の教
室でしたが、今回初めて手作り餃子の教室を開きまし
た。「やってみよう!手作り餃子!」をテーマに、千成餃
子のあんを使って餃子を作り、中に入れる具材を色々
楽しみながら実際に作ってみました。
まず、千成餃子のあんを包んで焼いて試食後、ソー
セージ、チーズ、大葉、コーン等を加えて包んで焼いて
食べました。一人一台のコンロとフライパンを使っての

講座名「溶接でスクラップロボをつくろう」
㈱協立工業
中野 賢二会員

して、共有機器は都度消毒、スタッフのワクチン接種・
PCR検査確認等)⑫ただの食事会を発表会へ変更(食事
をしながら感想や面白かった事、改善点等を話し合う)
⑬口頭のみの報告会を改善(資料や写真を映写して説
明。実際の講師の方に講演依頼。食事中に写真スライ
ド上映。)
色々と改良を加えて、講師や関係者、学校側もス
ムーズに出前教室が実施出来るようにしました。
私の「スクラップロボ」は、例年通り大盛況でした
が、その他の授業も興味深いものばかりでした。どの
講座も子供達が嬉しそうに授業を受けていましたが、
教えている講師が楽しそうにしている事に気付きまし
た。講座後の食事の際も子供達の可愛らしさで会話が
盛り上がり、ほとんどの講師が出前教室に対する満足
感と喜びを感じている事を伺えました。
私が毎年気がかりだったのは、報告会がないがしろ
になっていた事です。君津ロータリークラブの活動で、
最も手間が掛かる活動と思われますが、時間が無く
報告会が削られる事もありました。苦労して大きな成
果をあげても、他の会員に伝わっていないのでは、意
味がありません。新規授業を受けてくれる会員も増え
ず、次年度を断る会員も出るかも知れません。今年度
の報告会は時間も余裕があり、当日の生徒達の感動や
講師の方々の頑張りが伝わり、大変良い報告会だと感
じました。
全体を通して今回の出前教室は、生徒と講師をした
会員や関係者がお互いに学ぶ事が出来た活動として、
大成功だったと思います。
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出前教室の報告をしてくださいま
した皆様ありがとうございまし
た。今後もロータリー活動のご協
力をお願い致します。
50周年式典お疲れ様でした。私は殆
ど舞台袖から見ていたので良く分か
らなかったのですが、祝賀会で他ク
ラブの方達から「素晴らしい式典で
したね!」との言葉を多数頂き嬉し
く思いました。今年度もあと2ヵ月!
幹事頑張ります。
君津市制50周年事業の一つとして
周西公民館内で周西地区100年の歩
みと題した記念誌が出来上がって手
元にきました。私もインタビューを
受け、思い出を語り紹介されて記載
されていました。他の方々も色々と
語っており、懐かしさでいっぱいに

野中慎太郎

倉繁

裕

なりました。皆様も読んでくださ
い。本日の出前教室ご参加の皆様、
いつもご協力ありがとうございま
す。今後も宜しくお願い致します。
君津RC50周年式典、執行部の皆様
お疲れ様でした。出前教室にご協力
くださった皆様、ありがとうござい
ました。高島様、ようこそ君津RC
へ。
本日は、出前教室の報告会です。各
会員、講師の皆様、ありがとうござ
います。お陰様でコロナ対策も万全
に出前教室を大成功させる事が出来
ました。
4月から入会させて頂き、本日から
活動に参加させて頂きます。諸先輩
会員の皆様のご指導を頂き、勉強し
ていきたいと思います。今後とも宜
しくお願い致します。
席替えクジで大当たりしました。初
めてで嬉しいです。今月、結婚20周
年です。私の記念日のお花ありがと
うございます。
今日は花抜き日より、頑張ります。
出前教室、管理栄養士長谷川さんあ
りがとうございました。
50周年式典、無事に素晴らしく終了
しおめでとうございます。
ゴールデンウィークの人の流れを見
ていると、少しずつ経済活動も回復
していると感じます。コロナ感染対
策は継続しつつ、経済も回復するよ
うに地方銀行として頑張っていきた
いと思います。
先日の50周年記念式典、皆様お疲れ
様でした。今年度の例会も残りわず
かとなってきましたが、ロータリー
活動頑張ります。
50周年事業も無事に終わり、周西南
中学校の吹奏楽部の生徒全員が大変
喜んでいました。あれだけの人数の
中、皆さんが聴き入って頂けて演奏
にも熱が入り楽しかったそうです。
ありがとうございました。
「君津ウルトラマラソン」動画配信
見ました。主催やお手伝いの方々、
お疲れ様でした。
50周年式典、岡野会長、小幡実行委
員長、はじめ皆様お疲れ様でした。
時代の様々な変化の中でも、ロー
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小幡

倖

タリーの諸活動が地域の更に世界の
人々にとっての普遍的な価値を追求
し続けている事を改めて感じまし
た。
昨日、初めて里芋と生姜を植えまし
た。熱帯性の野菜なので、今日の寒
さが気になります。11月頃の収穫ま
で楽しみです。
出前教室に講師で参加された皆様、
ありがとうございました。
本日、出前教室の報告をさせて頂き
ます。受講された小学生の皆様の寄
せ書きを頂きましたが、講師を努め
た当社の若年社員も大きな励みにな
りました。
5月20日から日本製鉄かずさマジッ
クが都市対抗予選を戦いますので応
援宜しくお願いします。
皆様、50周年事業お疲れ様でした。
出前教室のご報告ありがとうござい
ました。
昨日は君津ロータリークラブはじめ
皆さんのご協賛ご協力のおかげ様を
持ちまして、君津ウルトラマラソン
大会を無事終了する事が出来まし
た。ありがとうございました。引き
続き変わらぬご指導ご鞭撻を宜しく
お願いします。
中々気候が安定せず体調管理が大変
ですが、元気に仕事とロータリー活
動頑張ります。高島さん、宜しくお
願いします。
創立50周年おめでとうございまし
た。式典と懇親会、いずれもアイ
ディアに富み、手作り感があって素
晴らしい空間をありがとうございま
した。
長かったGWも終わり、今日は駅前
花壇の花抜き作業ですね。頑張りま
しょう!
高島俊治様、自己紹介ありがとうご
ざいました。これから宜しくお願い
致します。
草取り欠席します。申し訳ありませ
ん。
創立50周年お疲れ様でした。ご協
力頂きありがとうございました。皆
様連休はいかがお過ごしでしたか?
私は、今年は休みがありませんでし
た。ありがたい事ですが…。

山内

雅夫

隈元

雅博

秋元ゆかり

篠塚
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大型連休で仕事から離れ、エネル
ギーの充電が出来ました。今日から
また新鮮な気持ちで社業発展とロー
タリー活動に全力で取り組んでいき
たいと思います。
出前授業の講師の皆さん、いつもあ
りがとうございます。5月5日のこど
もの日に野の花の家にケンタッキー
を届けてきました。その日は奥さん
の誕生日でもあるのですが、誕生日
プレゼントを贈る代わりに少しの思
いを届けようという事で共に続けて
います。これからもロータリー活動
を頑張ります!
皆様こんにちは。今日から孫が慣ら
し幼稚園で朝から私の方が不安でし
たが、泣かずにバスに乗ってくれて
ほっとしました。息子の小さい頃を
思い出しました。
ちばぎん商店さんのWeb販売サイト
にて「君式ジビエタンタンメン」を
販売させて頂いております。結構、
売れていてびっくりです。ちばぎん
さん、ありがとうございます。
高島さん、これから宜しくお願い致
します。
5月5日息子の初節句、5月6日結婚
記念日とおめでたい事が続きまし
た。3年目の浮気も無く、4年目を迎
えています。
50周年事業、無事に終わり大変良
かったですネ!お疲れ様でした。今
日は花抜き、雨ですが頑張りましょ
う!
記念日のお花ありがとうございまし
た。私じゃあんな可愛いチョイスは
出来ません。娘も喜んでいました。
職業奉仕委員会の皆様、お疲れ様で
した。
記念のお花、ありがとうございまし
た。
ロータリー2021-22年度もあと2ヵ
月ですね。GW初めの29日に次年度
の各クラブ委員長他を対象にした地
区研修・協議会に参加して参りまし
た。改めてロータリーに対する色々
な意味での知識不足を痛感した研修
会ともなりましたが、新年度の武田
年度におけるクラブ運営を円滑に推
進する為に努力しなければという思

大川

裕士

いにもなる機会ともなりました。引
き続きロータリー活動を頑張りま
す。
RI2790地区 次年度地区研修・協議
会へ出席されました会員の皆様、お
疲れ様でした。武田年度の足音が一
歩ずつ近づいて期待より…?

駅前花壇の花抜き作業の様子（R4.5.9）

創立50周年記念式典の様子(R4.4.23)

祝賀会の様子(R4.4.23)

