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会　長　挨　拶
武田　富士子会長エレクト

　本日、岡野会長が所要のた
め欠席です。代行を務めさせ
ていただきます。よろしくお
願い致します。
　本日は次年度タイムです。
次期RI会長が強く推進してい
るDEIについてお話し致しま
す。

≪DEI≫
　Diversity(ダイバーシティ) 多様性
　Equity(エクイティ) 公平さ
　Inclusion(インクルージョン) 包摂性
・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
・公平さとはすべてのロータリー参加者を公平に扱
　うこと

・インクルージョンとは自分が歓迎され、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
を持つ人々の入会を奨励し、入会後もその会員を温
かく迎え入れ、支えていくための環境を育てていき
ましょう!ということです。君津RCもこのDEIを大
切にし、ロータリーの文化に深く浸透させていきた
いと思っています。

報　　告

１．5月9日(月)の例会前に、第10回理事会(現・新
　合同)が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駅前花壇の花植えについて
　　見積り、プラン共に承認→次週実施予定
　③2023-24年度ガバナー補佐候補者推薦につい
　　て
　　第5グループは輪番制となりましたので、次
　　年度は木更津RC、次々年度は上総RCから推
　　薦されます
　④6月6日(月)の夜間例会について
　　承認→案内済み
　⑤新入会員・退会会員について
　　１．新入会員
　　　　上野健太朗様、藤田章博様、常住賢二様
　　　　本日入会式です
　　２．退会会員
　　　　6月末　大住会員・坂井会員
　⑥君津チャリティーゴルフ大会後援について
　　後援委員は次年度幹事の大川会員を推薦
　⑦次年度テーマバッチ、会員数分購入
　⑧次年度プログラムについて→承認
　　　枝豆収穫祭：10月15日(土)
　　　　　　　　　(予備日：16日(日))
　　　甲府東RCとの合同例会(日帰り)：
　　　　　　　　　10月29日(土) 場所は検討中



　⑨次年度誕生日の品
　　エトナフリーカップ→承認
　⑩その他：
　　次回合同理事会　
　　　日時：6月6日(月)例会前17時30分～　
　　　場所：ハミルトンホテル上総
　　次回新理事会
　　　日時：6月13日(月)例会前17時30分～
　　　場所：ハミルトンホテル上総

２．5月8日(日)RLI10周年の集いに、地区ディス
　　カッションリーダーの吉野会員が出席されま
　　した。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．ロータリーの友(5月号) 
３．次年度委員会構成表

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津東RC＞
　①日時：6月22日(水)　点鐘18時30分
　　場所：オークラアカデミアパークホテル
　　内容：1年を振り返っての懇親会(夜間例会)
　②日時：6月29日(水)　休会(定款第7条第1節d項に基
　　づき)

２．次週は例会時間を短縮して、周西中学校の生徒さ
　んと一緒に君津駅北口の花壇の花植えを行います。
　参加される方は、作業できる服装で、ロータリーの
　ジャンパー又はポロシャツを着用し、ロータリーの赤
　い帽子をご持参の上、例会にご出席下さい。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．花植え作業の出欠について
４．6月6日(月)の夜間例会の出欠の案内 

入会者紹介
日本生命保険(相)　上野　健太朗様

推薦者　黒岩　靖之会員

　氏名：上野　健太朗
　生年月日：1990年7月17日生まれ
　出生地：山梨県笛吹市石和温泉
　現住所：千葉県木更津市
　家族構成：妻
　趣味：食べ歩き・ゴルフ

≪略経歴≫
　H2.7月山梨に生まれ、高校まで過ごしました。　　
小1から硬式野球を始め、大学卒業まで野球一筋でし
た。高校3年の夏に県大会決勝で敗れ、甲子園には行
けませんでした。18歳で大学入学と共に上京しまし
た。
　就職は縁あって日本生命へ入社し、今年で10年にな
ります。入社～7年間は都内の支社での業務のため、ゴ
ルフのたびにアクアラインで千葉に来てました。帰りの
アクアラインの渋滞がつらかったです。ゴルフの平均
スコアーは、93～94です。
　2020年度より千葉支社配属、勤務地は茂原市でし
た。今年度より君津への転勤となりました。
　座右の銘は「現状維持は後退」です。「進まざる者
は必ず退き、退かざる者は必ず進む」福沢諭吉の言葉
で、現状維持を望んで進まない人間は必ず後退するこ
とを意味しています。今日より明日、明日より明後日と
常に上を目指して仕事をしたいと思います。
　ボランティア等の経験は、東日本大震災時に二度復
興支援に行ったことがあります。

山九㈱　藤田　章博様
推薦者　大森　俊介会員

　山九㈱日野さんの後任として入会する藤田章博さん
の紹介をさせていただきます。
　藤田さんは、木更津市真舟出身で現在39歳。姉妹に
挟まれて育ち、地元の小中高校を卒業し、神奈川大学
に進学されたそうです。
　小学校2年生から高校まで野球漬けの毎日で、高校
時代はキャプテンとしてリーダーシップを発揮してい
たそうです。本人談ですが。
　大学時代は、何を思ったかスノーボードに目覚め、
プロを目指そうと大学を中退し、日本とニュージーラン
ド北半球と南半球を行き来していたそうです。残念な
がらプロになる直前に両膝の大けがでプロの道が閉ざ
されてしまいましたが、地元に戻り山九㈱君津支店に
入社され、荷役管理責任者や人事労政などに携わり、



2022年1月にご自身で企画立案した新たな部署「社会
貢献事業所」初代所長として活躍されています。
　「人に優しく、人と社会を大切にする人に」を事業
理念とされ、障がい者とその家族が安心できる社会を
作りたいとの強い想いを持ち、日々の仕事に邁進され
ています。
　プライベートでは、2021年にご結婚され、家では得
意な料理を作ってあげるなど、幸せな日々を過ごされ
ているとのことですが、たまに息が詰まることがあるの
か、お酒のお誘いは一切断らないそうです。お店にあ
る酒全て飲み干す勢いなので、岡野会長、お酒の在庫
増やしておいて下さい。
　社会貢献意識の非常に高い藤田さんですから、ロー
タリー活動も積極的に行っていただけると思いますの
で、皆さんよろしくお願い致します。

日鉄テックスエンジ㈱　常住　賢二様
推薦者　馬場　孝弘会員

　この5月より玉作様の後任として君津ロータリーク
ラブに入会されます、常住様を紹介させていただきま
す。
　常住様のご出身は東京都目黒区で、中学入学と同時
に君津市に転居されております。その時中学で丸刈り
を初めて経験されショックを受けたとのことです。中学
から高校までバレーボール部で汗を流されておられま
した。
　1985年に日鐵電設工業㈱へ入社され、3ヶ月間の導
入研修が福岡県北九州市八幡で行われておりました
が、 約1ヶ月後に急遽導入研修途中で君津へ配属が決
まり、研修途中で移動を余儀なくされたそうです。
　その後、総務・経理を担当され2005年に再度福岡県
北九州市に転勤となり、お子様の高校入学等も重なり
単身赴任をスタートされました。自炊にチャレンジ等さ
れたみたいですが難しかったみたいです。(私も挫折し
ております)そのためかどうか分かりませんが、4年間で
7㎏太られたそうです。
　2009年に東京本社に転勤され今度は東京での単身
となられましたが、週末は君津のご自宅に帰れたと
のことで、良い生活が送られたのではないかと思いま
す。
　2014年に9年ぶりに君津に戻られ、調達・総務部長
を経て君津支店・鹿島支店の統合に伴い、現在の東日
本支店総務部長に至られます。
　常住様におかれましては、初めてのロータリークラ
ブの入会となります。会員皆様のご指導・ご協力よろ
しくお願い致します。

入会式
武田　富士子会長エレクト

次年度タイム
「委員会別会議」

武田　富士子会長エレクト

　次年度のテーマは、「元気印!君津ロ－タリ－クラ
ブ。DEI(デ・ア・イ)を大切にして、ロータリーを楽しみ
ながら活動しよう!!」です。
　次年度スタートが迫って来ました。50年の歴史に感
謝して、新たな一歩を踏み出していきましょう!!皆様よ
ろしくお願い致します。
　新委員会ごとに別れて、次年度の目的と活動計画を
決めていただきたいと思います。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 50周年記念式典が無事終わり、力
尽きました!!って訳ではなく、所
用で休みます。

佐々木昭博 上野さん、藤田さん、常住さん入会
おめでとうございます。共にロータ
リー活動を頑張っていきましょう。
玉作会員、短い間でしたがありがと
うございました。ところで明石RC
の件は大変残念なニュースでした。
自分達も改めて自身を見つめ直し、
ロータリアンとして気を引き締めて
いきたいと思います。

中野　賢二 職業奉仕委員の仕事がやっと終わり
ました。今年度の出前教室は色々と
変更した点が多いので、次年度の委
員長へうまく引き継いでいこうと
思っております。

谷　　浩司 先日は駅前花壇の花抜き作業ありが
とうございました。来週の花植えへ
のご協力もお願いします。

大浦　芳弘 すっきりしない天気が続きそうで



す。今週末には、都市対抗野球の千
葉県大会が始まります。かずさマ
ジックにはすっきりしない天気を吹
き飛ばすような活躍を期待したいと
思います。ただ、日本選手権の出場
権をかけた各地方大会に参加した結
果は、勝ちきれないとの印象が強く
少し心配です。皆様方の応援のほ
ど、よろしくお願いします。

倉繁　　裕 米国プロ野球メージャーリーグでの
大谷選手の100号ホームランの明る
い海外での話題がある一方、ロシア
のウクライナへの侵攻はもう3ヶ月
になろうとする中、出口が見えない
暗い状態が継続しています。自動車
分野他、直接・間接影響が発生して
おり、早期の正常化を望みたいとこ
ろです。

篠塚　知美 玉作会員、今までありがとうござい
ました。これからのご活躍、祈願し
ております。上野様、藤田様、常住
様、ご入会おめでとうございます。

松浦　広樹 先日、当庫畑沢出張所のATMコー
ナーにアクセルとブレーキの踏み間
違えにより車が突っ込みました。現
在休止中でご迷惑をお掛けしていま
す。

武田富士子 本日、武田丸出航かというくらい大
変でした。岡野会長は欠席で会長代
行、次年度タイムで進行をお願いし
た大川さんは休みだし、余裕が全く
ない私です。遂行できたか不安です
が、何とか皆様のご協力でできた
かな?今後もよろしくお願い致しま
す。

石川　偉夫 月曜日から雨で、週のスタートから
憂鬱ですね。最近は寒いのか?暑い
のか?体調管理の難しい時期です。
体調管理に気を付けて、一週間頑張
りましょう。

藤代　公成 物価の高騰、円安、コロナ等、経済
環境は厳しい状況が続きますが、負
けないように頑張ります。

荒井潤一郎 武田会長エレクト、一人何役?お疲
れ様でした。

大住　昌弘 ゴルフがあまりにも酷いので、5月
からレッスンに通い始めました。ス
コアが急速に改善するような…てな
訳にはいかないですね。まずは100
切りを目指します。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。本日、四つのテス
トを唱和させていただきました。あ
りがとうございました。

髙島　俊治 先週の君津駅前花壇の手入れ、皆様
ご苦労様でした。花の植え替えの季
節とのことですが、毎日の気温が低
く、異常気象の影響かと思ってしま
います。今後急に気温が上がり、熱
中症等が心配です。皆様も体調管理
に十分お気を付け下さい。

坂井佳代子 皆さんこんにちは。入会の皆さん、
これからよろしくお願いします。玉
作さんお疲れ様でした。

隈元　雅博 常住さん、上野さん、藤田さんこれ
からどうぞよろしくお願いします。
武田会長エレクト、点鐘・会長挨拶
のリハーサルもばっちりですね。次
年度も会員一丸となって頑張ってま
いりましょう。これからもロータ
リー活動を頑張ります!

上野健太朗 よろしくお願いします。
藤田　章博 本日より入会となります!!よろしく

お願い致します!!
常住　賢二 はじめまして。常住賢二と申しま

す。分からないことばかりですが、
よろしくお願い申し上げます。

秋元　直樹 上野様、藤田様、常住様ようこそ君
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。

原田　健夫 玉作会員、短い間でしたがお疲れ様
でした。新入会員の上野様、藤田
様、常住様これからよろしくお願い
します。

川村　優子 新入会員の皆さん、ようこそ君津
ロータリークラブへ。共にロータ
リー活動を楽しみましょう。

平野　寛明 上野様、藤田様、常住様これからよ
ろしくお願い致します。

黒岩　靖之 常住様、上野様、藤田様入会おめで
とうございます。上野さんの紹介を
させていただきました。

伊藤　　彰 退会される玉作会員、お疲れ様でし
た。新たに入会される上野様、藤田
様、常住様これからどうぞよろしく
お願いします。

大森　俊介 本日藤田さんを紹介させていただき
ました。皆さんよろしくお願いしま
す。また、上野さん、常住さん、藤
田さん入会おめでとうございます。

秋山　大輔 上野さん、藤田さん、常住さんこれ



からどうぞよろしくお願い致しま
す。

坂本　直樹 上野様・藤田様・常住様、ご入会お
めでとうございます。共にロータ
リー活動頑張りましょう。よろしく
お願いします。

木内　髙茂 上野様、藤田様、常住様ご入会おめ
でとうございます。これからよろし
くお願い致します。

馬場　孝弘 常住様、上野様、藤田様RCへよ
うこそ!今後共よろしくお願いしま
す。

野中慎太郎 新しく入会されました上野様、藤田
様、常住様よろしくお願い致しま
す。

小関　常雄 上野様、藤田様、常住様ようこそ君
津ロータリークラブへ。よろしくお
願い致します。

内山貴美子 ロータリー状報させていただきまし
た。上野様、藤田様、常住様どうぞ
よろしく!君津ロータリークラブで
共に楽しく活動していきましょう!

宮嵜　　慎 上野様、藤田様、常住様入会おめで
とうございます。今後ともよろしく
お願い致します。

阿部　輝彦 本日新しく入会された3名の方々(上
野様、藤田様、常住様)君津ロータ
リーの皆様は大変フランクで楽しい
方々です。大いにロータリーライフ
をエンジョイして下さい。



次年度タイム／委員会別会議の様子


