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会　長　挨　拶
武田　富士子会長エレクト

　本日も、岡野会長が所要のため欠席です。代行を
務めさせて頂きます。宜しくお願い致します。
　過去に感謝、現在に信頼、未来へ希望。咲いた花
見て喜ぶならば、咲かせた根元の恩を知れとよく
母に言われました。君津RC51年目を歩んでおりま
す。積み上げて頂いた諸先輩感謝です。そして皆様
へ信頼。皆様が頼りです。
　本日!花植えです。ご協力お願い致します。周西
中学校の3年生の生徒さんが花植え作業に参加して
くれます。
　次年度のテーマ!
　元気印!君津RC。
　DEI(デ・ア・イ)を大切にして、ロータリ－を楽
しみながら活動をしよう!

報　　告

１．5月17日(火)第5グループ親睦ゴルフ大会が開
　催されました。
　当クラブからは、佐々木幹事、黒岩会員、藤平
　会員、石川会員、秋山会員が出場し、鈴木ガバ
　ナー補佐も現地参加されました。
　優勝は、袖ヶ浦RCの松尾昭憲さんでした。
　お疲れ様でした。

２．5月22日(日)小糸スポーツ広場球場にて、君
　津市少年野球大会第24回ロータリークラブ杯が
　開催されました。
　表彰式には、佐々木幹事、青少年奉仕委員会の
　秋元政寛委員長、黒岩委員が出席されました。
　お疲れ様でした。

　　　  優勝：子安クラブスポーツ少年団

　　  　　　準優勝：君津周西クラブ



幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2022-23年度手帳 (希望者のみ)
３．駅前花壇の花植えについて
 
〈報　告〉
１．本日例会終了後は、駅前花壇の花植え作業です。
　宜しくお願いします。

２．次週は休会となっております。お間違いないようお
　願い致します。
　次回例会は、6月6日(月)18時点鐘、夜間例会です。
　内容は、クラブ協議会です。今年度、各委員長より
　活動報告をお願いします。
　発表した内容は週報に掲載しますので、当日までに
　事務局へ原稿をメールにてご提出下さい。
　なお、当日委員長が欠席される場合は、代理の方よ
　り発表をお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．6月6日(月)の夜間例会(クラブ協議会)の出欠につい
　ての案内
４．君津市チャリティーゴルフ大会の出欠についての
　案内
５．君津ウルトラマラソンお礼状
 

ガバナー補佐挨拶
鈴木ガバナー補佐

　日頃は地区およびグループ
の事業にご理解ご協力頂き、あ
りがとうございます。岡野会長
そして佐々木幹事はじめ会員
皆様、本当にお世話になりまし
た。心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　グループ全体の事業として、
環境保全プロジェクト・ポリオ
撲滅祈願プロジェクトを実施しました。また、ロータ
リー情報研修会では富津シティRCの姉妹クラブである
川崎マリンRC の鈴木慎二朗様に「DLP・CLPへの取
り組み/財団・米山への寄付推進への挑戦」をテーマに
卓話を頂く機会を得ました。
　会員基盤向上セミナーでは、第6・第7Gの皆様とグ

ループを超えた活動でグループに新しい刺激を与えま
した。これら事業を通じ、RIや地区と自クラブを照らし
ながらクラブの増強の参考になったのではないでしょ
うか?
　また、地区そして同じグループのクラブの情報をス
トレートに、シンプルに、明確にお伝えし共有する目的
で「第5グループ通信」を計6号発行しました。
　一方で梶原年度初めのDLPの導入、地区再編では
グループとして“真剣に残していくもの”は何か?と考え
させられました。コロナでパンデミックが発生し、隣国
では戦争状態が続いている、まさに国難の状態です。
「自己の最善を他者に尽くす」今こそ、ロータリー的な
生き方が求められているかもしれません。
　次年度は木更津RCの梶暉芳ガバナー補佐のもと、
更に輝く第5グループになりますこと、皆様ご期待くだ
さい!!
　最後に1年共にグループを運営した会長幹事皆様、
そして会員皆様に心より感謝申し上げます。ありがと
うございました。

自己紹介
藤田　章博会員

　皆様こんにちは。先日、大森
様よりご紹介頂きました藤田と
申します。宜しくお願い致しま
す。簡単に自己紹介をさせて頂
きます。1983年3月29日生まれ
の39歳。千葉県木更津市真舟出
身。地元の小・中・高を卒業し
大学に進学しましたが、スノー
ボードというスポーツに出会い
まして、その道のプロを目指す決意をして大学を中退
しております。
　その後は、夏はニュージーランドの雪山で、冬は日本
の雪山で活動し、スロープスタイルという競技で大会
にも出場しておりましたが、両膝の前十字靭帯の断裂
と半月板の損傷を機に断念し、引退後に現在の山九株
式会社君津支店に入社しております。
　入社当初は、原料グループという部署でフォアマン
と言われる荷役責任者として三交代勤務をしておりま
した。その後、人事・労政グループに異動となり、採用
や働き方改革、女性活躍、高齢者雇用、障害者雇用の
促進等、人事・労政施策全般を担当してきました。そ
の他、多くの社内イベントの企画・立案に携わってきて
おり、成人式、婚活パーティー、e-スポーツ大会、山九
ファミリーフェスタというイベントを開催してきた経験
もあります。
　また、地域イベントには、社員に参加を働きかける立



場として携わってきており、君津いやさか祭り、木更
津やっさいもっさい、君津市野球大会やかずさマジッ
クの応援等、社内と地域の活性化ということにも目を
向けてきております。
　2022年1月からは社会貢献事業所という新しい事業
所を立ち上げまして、主に障害者雇用を中心とした事
業を展開しております。立ち上がったばかりの事業所
ですが、今後、地域社会と連携しながら障害をもった
子が安心して働ける、障害をもった子の家族も安心で
きる、障害をもった子の雇用を守れる、そんな社会にし
ていきたい、という強い想いをもっている次第です。
　プライベートの話を少しさせて頂きますと、性格は
ほどよく明るく、ほどよく元気で、社交的な体育会系
です。2021年3月に結婚しております。趣味は野球、ス
ノーボード、料理。ゴルフはしますが、コースは5回っ
た程度でスコアは140～150位です。お酒は人並みに飲
めますが、お店の在庫が無くなるような酒豪ではあり
ませんので、先週、大森様にご紹介頂いた内容をこの
場で訂正させて頂きます。(笑)
　最後になりますが、私自身がロータリーというもの
を知ってからはまだまだ日が浅く勉強中となります。
ただ、先日の入会説明会で、ロータリーを知る方法は
「ロータリーに慣れること」「例会に出席すること」と
教えて頂きました。まずはそこから始めさせて頂きたい
と思いますので、改めまして皆様宜しくお願い致しま
す。

常住　賢二会員

　この度、高田工業所の馬場
支社長様から推薦を頂き、君津
ロータリークラブへ入会させて
頂きました。日鉄テックスエンジ
の常住です。
　1967年2月5日生まれの55歳で
す。生まれは東京都目黒区で、
瓦葺き職人の二男として生まれ
ました。元々両親が君津市出身
であったことから、私が中学に入学するタイミングで君
津市へ転居して、それ以来43年間君津に住んでおりま
す。
　家族構成は妻と娘2人ですが、娘2人は既に別居して
いますので、同居人としては妻1人と猫2匹です。
　私のモットーは、「感謝の気持ちを忘れないこと」と
「聞く耳を持つこと」です。両方とも他人と同居し始め
た頃(結婚して)からそう思うようになり、現在に至って
おります。
　趣味と言えるほどの趣味はありませんが、TV番組の
「有吉くんの正直散歩」みたいに食べ飲み歩きをする

のが唯一の趣味でしたが、この3年ぐらいはコロナ禍で
ほぼできていない状況です。現在はそのストレス発散
と運動不足解消のために、週末だけ少し近場を散歩し
ています。
　先日、入会時に馬場様からご紹介頂きましたが、
1985年に日鐵電設工業㈱(現在の日鉄テックスエンジ
㈱)へ入社し、経理・総務関係に従事しておりました。
2005年に福岡県北九州市の八幡へ転勤となり、ここか
ら単身赴任生活がスタートしました。この頃は、週末に
会社の野球部の試合を見に行くことと職場の同僚と飲
みに行くことが楽しみで、最後にラーメンで〆るという
のが当たり前の生活で、八幡での4年間で7キロ太りま
した。
　その後、2009年に東京の本社へ転勤となり、更に5
年間の単身赴任生活を送ることになりましたが、2014
年に君津へ転勤となり、9年間の単身赴任生活を終了
し、現在に至っております。
　冒頭で君津に43年間住んでいますと言いましたが、
厳密には34年が正しいかもしれません。
　今回、縁あって君津ロータリークラブに入会させて
頂きましたが、正直分からないことばかりで色々とご
迷惑をおかけすることがあると思います。新型コロナ
により色々な活動が制限される中ではありますが、少
しでも早く皆様と親睦を深め、お役に立てるよう頑
張って参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

委員会報告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友紹介」

野中慎太郎会員

　ロータリーの友、5月号の紹介
をさせて頂きます。本日は花植
えが例会後にありますので、要
点を簡潔に説明していきたいと
思います。
　まずは(横組5ページ)にRI会長
メッセージがございます。
　ロータリーはいつでも平和的
な紛争解決を選び、可能な限り
人々に援助と癒しを提供しています。第2次世界大戦
の終わりにもロータリーが国連創設を促し、世界での
平和構築のために立ち上がりました。今こそ、私たち
の使命を再確認し世界最大の平和推進者としてのロー
タリーの役割を果たす時です。「奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために」の実践こそが、平和を推進
するための最善の方法なのです。と強くメッセージを
残されております。
　(横組14ページ)にウクライナに於ける、過去と現在の



紛争は会員増強を遂げたウクライナのロータリーに大
きな影響を及ぼしていることが記載されております。
　また、(横組28ページ)には2660地区で過去30年間、
地区行事として献血の啓発活動を継続して行い、日本
全国で起こっている問題である血液不足について記載
があります。この記事を読んで献血は患者さん等の命
を繋ぐものであり、必要とする方のためにも大切なこと
であると痛感致しました。私は毎日通勤途中に献血セ
ンターがありますが、最近は献血していなかったので
近い内に先ず、今の自分に出来ることをと考え献血に
行こうと思いました。
　(縦組４ページ)には低年齢化する子供のメディア漬
け、2歳児問題の気になる記事があります。増田クリ
ニックの増田院長先生からの悲鳴とも言える記事と感
じました。子供の不登校は睡眠時間が関係していると
いうことです。スマホやゲーム等の影響で就寝時間が
小学生で22時以降、更に親が子供を注意するとイライ
ラすると暴言や物の破壊等という依存症と思われる事
象が多くなっております。4歳から6歳の7、8割がスマ
ホやゲームをしており、2歳児で5割がスマホをしてお
り、その2歳児の8割がスマホに夢中となっていると書
いてあります。
　この問題を社会で共有して、赤ちゃんの段階から家
庭でルール作りを取り組む必要が大事であります。3歳
まではアイコンタクトとスキンシップ、外遊びや多くの
自然に触れる体験をさせることが大事であり、5歳まで
に脳の9割方が発育するため、それまではメディアに触
れさせないことが望まれると力説されています。
　子供の脳の発達は大人の責任ですよ!と警告し、今や
子供に十分な関心と愛情を持って対策を立てる時期に
来ていると思います。
　最後になりますが、今回ロータリーの友の紹介をさ
せて頂くに際しまして、お恥ずかしながら初めて最初
から最後まで読ませて頂きました。今後は前頁に目を
通し自分に今、何が出来るのか、そして実践に移して
行くことも大事であり、大変自分自身を見直す良い機
会になったと感じております。

社会奉仕委員会
「本日の駅前花壇花植え作業について」

谷　浩司委員長

　当日は以下の通り行います。
宜しくお願いします。

１．対象　　　
　君津市立周西中学校3年生
　(生徒 98名、先生 6名)
２．実施日　　
　2022年5月23日(月)

３．スケジュール
　①12:30～
　　社会奉仕委員全員で準備
　　・花を植える場所へセッテイング
　　・ロータリーのぼり旗設置
　　・散水ホース準備
　②13:10～13:40　　
　　周西中学校１年生順次到着
　③13:40～13:50　　
　　始めの会　　　　　
　　・佐々木幹事挨拶
　　・作業要領説明(谷社会奉仕委員長)
　④13:50～14:40　　
　　花植え作業　　　　
　　・生徒さん主体
　　・ロータリアンは補助＋安全監視
　⑤14:40～14:45　　
　　作業完了確認後に記念写真撮影
　⑥14:45～15:00　　
　　終わりの会　　　　
　　・谷社会奉仕委員長挨拶
　　・中学生代表者からお礼の言葉
　　・閉会
　⑦15:00　　　　　　　　
　　解散　　　　　　　
　　・お茶を配布

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 本日も岡野会長がお休みです。私
も用事ありで、花植えまで参加出
来ず申し訳ございません。谷委員
長、皆様ごめんなさい。ご協力宜
しくお願い致します。

佐々木昭博 昨日は君津RC杯少年野球大会。本
日は周西中学校1年生との花植え
作業です。青少年の健全な育成を
目指し、ロータリー活動を頑張っ
ていきましょう!

鈴木　荘一 先日は第5グループ主催ゴルフに
ご参加頂きましてありがとうござ
いました。おかげ様で盛会で無事
終了しました。

谷　　浩司 本日は天気にも恵まれて、事業日
よりです。駅前花壇の花植えへの
協力お願い致します。

隈元　雅博 UNHCRによると、ロシアのウク
ライナ侵攻による難民が新たに
800万人増えたことにより、世界



中の難民は1億人を超えたそうで
す。本日、地域の子供たちと共に
花植え作業が出来ることに感謝し
ます。世界平和と地域貢献のため
に、これからもロータリー活動を
頑張ります!

黒岩　靖之 2019年9月から延期していまし
た、親睦ゴルフと童子を6月26日
(日)に開催致します。参加希望さ
れる方はお早めにお願いします。

釼持　純一 5月20日、中部山砂組合総会にお
いて理事長に拝命し本日より就任
致しました。今後共、御指導、御
支援、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

宮嵜　　慎 野中会員、ロータリーの友の紹介
ありがとうございました。花植え
作業頑張ります。

小関　常雄 日本製鉄かずさマジックが、6月4
日(土)からの都市対抗南関東大会
に千葉県第2代表として出場しま
すので応援の程、宜しくお願い致
します。

早見　秀一 本日の花植え作業、頑張りましょ
う。

馬場　孝弘 かずさマジック昨日は残念でし
た。2位通過でしたが、関東大会
進出、応援します。

内山貴美子 本日は駅前の花植えです。頑張り
ます!

藤田　章博 かずさマジック都市対抗野球南関
東大会出場おめでとうございま
す!!本大会出場に向けて頑張って
下さい!!応援しています!!

福田　順也 藤田会員、常住会員ようこそ君津
RCへ。本日の駅前花壇花植え作業
頑張ります。

倉繁　　裕 新型コロナ感染者数について、
ゴールデンウィークの影響で連休
後の感染者数大幅増加の想定が幸
いにも外れています。新たな変異
株の出現等が無ければ安定的に推
移しそうとのことで、そうあって
欲しいものです。

原田　健夫 すっかり夏空になりましたね。本
日は駅前花壇の花植え作業、頑張
りましょう。

野中慎太郎 本日ロータリーの友の紹介をやら
せて頂きました。ロータリーの
友、初めて全ページ読ませて頂

き、勉強になりました。
山内　雅夫 本日、当社の102年創業記念式典

がありました。永年勤続や業務改
善など社業に貢献頂いた方達や事
柄について、多く表彰されまし
た。社員の皆さんの色々な努力に
対して感謝したいと思います。私
もまだまだ頑張らなければと思っ
た次第です。ロータリー活動頑張
ります。

大住　昌弘 本日の駅前花壇作業、あとの予定
があり、13時30分頃には退散致し
ます。申し訳ありません。

常住　賢二 昨日から暑くなっております。
年々、暑さがきつく感じてきます
が、熱中症にならないよう気を付
けましょう!

阿部　輝彦 先週20日(金)君津市民文化ホール
で映画”そしてバトンは渡された”
を鑑賞しました。10年ぶりに感涙
です。7月8日(金)にはリクエスト
していた”ひまわり”(ソフィア・
ローレン他)が上映されます。楽し
みです。

髙島　俊治 新入会員の藤田様、常住様、今後
とも宜しくお願い致します。私も
4月に会員になったばかりです。
色々と分からないこともあります
が先輩が良く教えて下さいますの
で、心配なさらず一緒に活動して
行きましょう。

大浦　芳弘 本日は駅前花壇の花植えです。ご
協力を宜しくお願いします。昨
日、都市対抗野球の千葉県大会決
勝がありました。残念ながらJFE
千葉に敗れ2位通過でした。6月4
日から南関東大会が始まります。
日本通運、ホンダ、JFE千葉、そ
して新興球団が出場の中での3枠
の争いです。厳しい戦いが想定さ
れますので応援の程、宜しくお願
いします。記念日のお花が届きま
した。ありがとうございます。

大森　俊介 本日の花植え頑張ります。
大森　敏隆 東京出張等があり、なかなか出席

出来ませんでしたが皆さんのお顔
が見れて改めて元気を貰いまし
た。新入会員の藤田様、常住様、
今後とも宜しくお願いします。

中村　圭一 本日は長女の誕生日です。今自宅



には長女が10才の時から住んでお
りますが、今月、長女の長男(私の
初孫)が10才となりました。時が経
つのは早いですね。健康であるこ
とに感謝です。

藤代　公哉 新入会員の藤田会員、常住会員、
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しま
す。

小幡　　倖 今朝は6時より花植え準備のため
耕運作業をさせて頂きました。雨
の影響が少しありましたが、皆さ
んの協力で無事終了することが出
来ました。ありがとうございまし
た。

篠塚　知美 藤田会員、常住会員、自己紹介あ
りがとうございました。野中会
員、ロータリーの友の紹介ありが
とうございました。

宮本　茂一 花植え欠席致します。誠に申し訳
ありません。

秋元　政寛 昨日、君津市少年野球大会ロータ
リークラブ杯に参加しました。ワ
ンプレーワンプレーに一生懸命に
なる少年少女の姿に心を打たれま
した。

松浦　広樹 絶好のお天気です。花植え奉仕作
業、頑張ります。

中野　賢二 本日の花植え頑張ります。暑そう
ですね～。

秋山　大輔 本日の花植え作業は水分補給をし
ながら頑張りたいと思います。

坂本　直樹 本日は花植え作業参加出来ず申し
訳ありません。藤田様、常住様、
宜しくお願い致します。
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駅前花壇の花植え(R4.5.23)




