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会　長　挨　拶
岡野　祐会長

　6月となりました。今月はロータリー親睦活動月
間です。奉仕と親睦を目指すロータリーで親睦月間
が最後に来るのも不思議ですが、たぶん6月は今年
度から次年度に移行する為、より親睦を深め、友好
を大切にし、仲間との絆を深めて、より良いクラブ
運営が出来るようにこの6月になったのかな、と個
人的に思っています。
　国際ロータリーでは、親睦－Fellowshipとは、
友情－Friendshipより一段強く、ロータリーの目的
や、理念を共にする仲間意識を指すもので、クラブ
例会や奉仕活動をはじめとしたロータリアンが集う
全ての場を親睦として定義しています。したがっ
て、ゴルフや会食といった娯楽を目的とした活動と
は少し異なります。しかしながら、ロータリーの創
設者ポールハリスは「寂しかったから」と親睦を深
めたい為にロータリーを作りました。その根底に
は、親睦を深め、信頼できるコミュニティーを得た
いという願望があり、その願望がロータリーを発展
させ、今現在も受け継がれているのではないでしょ
うか。
　本日は夜間例会です。同じ目的を持った仲間とし
て友好・親睦を大いに深め、ロータリー活動を頑
張っていきましょう!!

報　　告

１．5月23日(月)東急セブンハンドレットクラブ
にて、地区大会記念ゴルフ大会が開催されまし
た。当クラブからは、藤平会員、木内会員が参
加されました。お疲れ様でした。

２．5月29日(日)千葉文化センターにて、第6回青
少年交換留学生オリエンテーションが開催され
ました。当クラブからは、青少年奉仕委員会よ
り秋元政寛委員長、茂田副委員長が出席されま
した。お疲れ様でした。

３．6月3日(金)第5グループ新旧合同会長・幹事
会が、ハミルトンホテル上総にて開催されまし
た。当クラブからは、鈴木ガバナー補佐、荒井
グループ幹事、福田グループ幹事、武田会長エ
レクト、佐々木幹事、大川副幹事、事務局の髙
島さんが出席されました。お疲れ様でした。

　本日、大川副幹事が欠席の為、次週の例会にて
報告をお願いします。

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かずさ市民応援団会員証2022とマスク3枚

(ご自由にお取りください/数に限りがあります）
３．ロータリー手帳(希望者のみ)

〈報　告〉
１．次週例会のプログラムは次年度タイムです。
　次年度委員長より活動計画を発表して頂きます。
　発表した内容は、次年度活動計画書に掲載させて頂

きます。原稿を13日(月)の発表当日までに事務局に
ご提出下さい。

　また、委員長が欠席の場合は、代理の方に発表をお
願いして下さい。宜しくお願い致します。



〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は、次週より回覧

致します。　　　　　　　　　　　　　
２．君津RC有志親睦ゴルフ出欠の案内
３．君津市福祉チャリティーゴルフ大会の出欠の案内 

委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生日

クラブ協議会
今年度の委員会活動報告

S.A.A.
委員長　宮嵜　　慎

　本年度の活動方針は「例会場
の秩序維持に努め、会員同士の
より良い交流が図れるように設
営すると共に規律ある例会の進
行に努める。」としましたが、新
型コロナウイルス感染防止対策
として通常の例会からの変更が
多く、会員同士のより良い交流
という意味では厳しいと思われ
ます。
　また、例会場の変更があり、準備・進行において細
かいミスがあり会員の皆様にはご迷惑をお掛けしてい
ますが、委員会メンバーが各々不足を補いながら設営
できていると思います。
　活動計画についての8つの計画は、問題なく対応で
きていると思います。親睦委員会の皆様には、席替え
抽選等の対応などをお手伝い頂きありがとうございま
す。
　今年度も残りわずかとなりますが、気を引き締めて
いきたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　大浦　芳弘

　当委員会では、「クラブの活
力と魅力の向上」「会員の諸活
動に対する意欲の増進」及び
「会員相互の交流や親睦を深め
ること」を目的とし、「親睦委員
会」「会員増強委員会」「公共
イメージ向上委員会」各委員会
活動への支援と協力を行う事を
方針とし、「各委員会の活動目
標に合わせ、必要な支援と協力を実施」「各委員会の
活動状況の把握と各種企画に対する会員各位の積極
的な関わりを促す」「会員相互の交流や親睦のため諸
活動への提言及び提案を行う」事を活動計画として進
めてきました。
　不足する面もあったかと思いますが、ほぼ計画通り
の活動ができたのではないかと判断しています。

親睦委員会
委員長　坂本　直樹

　親睦委員会は、内山貴美子副
委員長と12名の委員の方々、計
14名で活動して参りました。
　今年度がスタートしてからの3
か月間は、緊急事態宣言下とい
うこともあり例会自体の開催も
ままならない時期がありました
が、昨年10月からの例会再開後
は会員相互に例会受付当番を中
心に協力して活動を行って参りました。
　新たに取り入れられたZoomでの参加を含め、例会
の出席率は10月以降おおむね70％台で推移しており、
4月からの例会場変更後も会員数が増加した直近にお
いてもその水準を維持できております。そして何より
出席率について言えば、4月開催の50周年記念式典に
おいては全会員100％の出席を達成することができまし
た。
　ゴルフコンペやボーリング大会など、会員家族や職
場関係者との親睦を目的とした各種行事は、コロナの
情勢を見ながらということで開催できませんでしたが、
そのような中でも姉妹クラブである甲府東RCをはじめ
とした近隣クラブとは、50周年記念式典を通じて良い
交流の場を持つことができました。
　また、この1年を通じて新入会員の皆様を中心に会
員卓話へも献身的にご協力を頂き、ありがとうござい
ました。

釼持　純一
藤平　洋司
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6月の私の記念日



　今年度もコロナに左右された1年ではございました
が、積極的な例会参加など皆様のご協力に感謝申し上
げます。本年度1年間、誠にありがとうございました。

会員増強委員会
委員長　武田富士子

発表代理　副委員長　福田　順也

　会員増強の活動方針・目標会
員総数、上期に60名に達成する
状況でした。会員皆様の勧誘・
口コミのご協力のおかげです。
　活動計画4番目の女性会員の
増強とありますが、本年上期で2
名の女性会員の加入が決まり、
女性会員は7名となり、会員総数
の1割となりました。
　しかし、残念な事ですが、今期末で退会をされてし
まわれる会員さんがおり、57名となります。今後も会員
皆様のご協力を頂き、会員増強と維持向上に活動をし
て参りましょう。宜しくお願い致します。
　皆様のご協力に感謝致します。

ロータリー情報委員会
委員長　永嶌　嘉嗣

　今年度は委員長私永嶌と副委
員長内山貴美子会員、委員荒井
潤一郎直前会長で行いました。
活動計画1についてはできる限り
わかりやすくと心掛けました。ま
だまだ十分とは言えなかったか
もしれませんが、私としても大
変勉強になりました。
　活動計画2についてはあまり
働きかけはできなかったかもしれませんが、今年度も
会員増強は順調で当委員会としてもそれなりに充実し
た活動ができたと思います。
　活動計画3，4についてはコロナ禍の影響もあり十分
にはできませんでした。来年度以降に期待します。
　活動計画5については自分なりに工夫してできたと
思います。
　1年間を通して私なりに楽しく活動させて頂きまし
た。ただその中で、50周年記念式典について明確な説
明ができなかったことについて参加者から指摘を受け
ました。当時まだ日程がはっきりしていなかった為ご迷
惑をおかけしました。また、会場がホテル千成からハミ
ルトンに移ってからは、参加が間に合わず内山副委員

長、荒井委員にご迷惑をおかけしました。お世話にな
りました。どうもありがとうございました。

公共イメージ向上委員会
委員長　原田　健夫

１．2021-2022年度　活動方針
　ロータリーの目的を踏まえて、
地域のクラブや会員への情報
の伝達、及び地域社会に対して
「ロータリーは何をしている組
織なのか」を伝えることにより、
ロータリーのイメージを向上させ
ることに努める。
　クラブホームページ、メディ
ア、会報等を通して、社会奉仕・職業奉仕・青少年奉
仕等の奉仕活動報告の拡充を図り、地域社会の認知
度を高める。また、ロータリーの広報誌「ロータリーの
友」の紹介を通して、内外のロータリアンの活動を知
るとともに、奉仕の理念を育むことを推進する。

２．活動計画と実績
　1)クラブホームページの内容をより充実させ、会員、

更には地域の閲覧者の増加を図る。
　→コロナの影響もあり、委員会メンバーが集まれる

機会が少なかった為に、HPの見直しは達成できま
せんでした。次年度の委員会活動に期待したいと思
います。

　2)地域メディアの活用や市の広報への働きかけを通
して、ロータリー活動について地域社会の認識を高
めていく。

　→委員会メンバーでの協議を通じて、Facebook、
YouTube等のSNSを利用して、当クラブの活動を
発信していく事が、地域社会からの認知度を高め
るには有効ではないか、ということになり、駅前花
壇花植え作業、次いで50周年記念式典について
Facebook投稿を完了する事ができました。

　次年度以降もこの活動を継続して頂くことを期待し
ます。

　3)当クラブの活動内容について、「ロータリーの
友」、或いは地区ロータリーホームページへの記事
掲載を図る。

　→枝豆収穫祭、駅前花壇花植え作業の2件について
「ロータリーの友」に投稿されました。駅前花壇花
植え作業については、2022年3月号に掲載して頂く
ことができました。次年度以降も、当クラブの奉仕
作業について、どしどしと投稿して下さい。

　4)「ロータリーの友」の記事内容について、当委員
会の委員持ち回りにて、各月例会において紹介を行



う。
　→委員持ち回りで記事の紹介を実施中です。委員自

らのロータリークラブへの認識を深める良い機会と
なっているように感じられます。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　武田富士子

発表代理　副委員長　福田　順也

　社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕・青少年奉仕の4つ
の委員会活動は着実に実施されております。
　今年度上期、新たに環境プロジェクト2790地区千葉
県下一斉の「水辺の美化保全」イベントで郡ダム周辺
の美化活動(ゴミ拾い)を梶原ガバナ－と池田副幹事長
もご参加下さり実施できました。そして世界ポリオデ
－/ポリオ根絶祈願を人見神社にて実施致しました。
　皆様のご協力に感謝致します。

社会奉仕委員会
委員長　谷　　浩司

　社会奉仕委員会委員長の谷
です。それでは、社会奉仕委
員会の活動報告をさせて頂き
ます。
　31ページをご覧ください。
　副委員長に内藤会員、委員
に吉野会員、黒岩会員、内山
会員、大住会員、大浦会員、
山内会員、藤代会員、馬場会
員で活動してきました。
　まず、1のきみつ愛児園のクリスマス会について
は12月24日に開催致しました。内藤副委員長、秋
元政實会員、秋山会員、サンタクロース役ありがと
うございました。
　2の周西中学校による駅前花植え事業につきまし
ては11月には50周年にちなんで50の文字を描きま
した。周年という事もあり花の数も例年の倍近かっ
たにもかかわらず。生徒の皆さんとともに会員の皆
さんが一緒になって植えて頂き、きれいな花壇に仕
上がりました。
　また、5月の花植えもコロナの影響で初めてだっ
た3年生と一緒に会員の皆さんの協力のもときれい
に植えることができました。ありがとうございまし
た。
　3の枝豆収穫祭については皆さんのご協力のもと
盛会に終えることが出来ました。
　4のクリスマス例会につきましてはコロナ禍とい

う事で会員のみの参加で実施致しましたが、皆さん
のご協力のもと多くのご寄付を頂きました。歳末
チャリティーへの寄付もしっかりできました。
　5の地域の安心・安全を考えるための機会として
君津警察署ご協力による卓話についてはコロナの影
響もあり、中止となりました。
　6の君津市立周西南中学校・周西小学校への楽器
などの寄贈及び演奏会へのボランティア参加につい
ては、コロナの影響もありほとんどのイベントが中
止になってしまいましたが、8月27日に周西南中学
校の定期演奏会が実施できるという事で、クラブと
して協力をし近隣の方達も楽しめる会となりまし
た。周西小学校へのリボンの寄贈を行いました。広
報きみつや新千葉新聞に取り上げられました。会員
の皆様の協力を頂きまして盛会に終わりました。あ
りがとうございました。
　皆さんのご協力のもと、ほとんどの事業を成功裏
に終了することができました。本当にありがとうご
ざいました。これからも引き続き宜しくお願い致し
ます。

国際奉仕委員会
委員長　大森　俊介

　国際奉仕委員会では今年度
の活動計画として、
1.君津市国際交流協会の活動
　への協力支援を行う
2.スリランカへの浄水器寄贈
　の継続
3.国際大会への参加の呼びか
　けと開催方法の周知に努め
　る
としました。
　1つ目の国際交流協会の活動への協力としては、
例年、例会にて卓話をお願いしておりましたがコロ
ナ禍の影響で中止となりました。
　2つ目のスリランカへの浄水器寄贈は、コスモ
ス奨学金を通じ、300,000円の寄付を行い、要望の
あった学校へ浄水器の寄贈を行って頂きました。
　3つ目の国際大会への参加の呼びかけについて
は、コロナの状況を鑑み積極的には周知は行いませ
んでした。
　また、今年度ウクライナ支援、トンガへの災害復
興支援寄付を追加実施しました。
　今年度、コロナの影響で思う様に活動ができませ
んでしたが、できることをできる形で考え、実施し
ていくことに意義があると思います。
　また、ロシアのウクライナへの侵攻は非常に残念



な事ですが、ロータリーとしてできることを実践
し、早期の終結及び復興をして欲しいと思います。

職業奉仕委員会
委員長　中野　賢二

　今年度の職業奉仕委員会は
例年通り3つの学校で出前教室
を計画しました。
　周西中学校1学年と八重原中
学校については、1・2学年を
対象に出前教室を実施しまし
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。
　今回の出前教室では色々な改善を行いました。万
全なコロナ対策として、受付を設置して検温・消
毒・ワクチン接種もしくはPCR検査の確認後にサ
インをして、スタッフプレートの着用をしてもらい
ました。実際の授業では、準備と授業時間の延長や
案内文書作成、プログラム様式変更、配置図作成、
写真撮影を実際の教室に変更、閉会式をZoomに変
更しました。その後の食事会を発表会へ変更して、
食事をしながら感想や面白かった事、改善点等を話
し合いました。また、口頭のみであった報告会を資
料や写真を映写して、解り易く説明するように改善
しました。
　今年の職業奉仕委員会の活動方針は、若者へ仕事
に対する夢と希望を与える事、そして職業奉仕を通
じて会員の人生も豊かにするという目標でした。今
回の出前教室は、生徒と講師をした会員や関係者が
お互いに学び成長する事ができ、この目標を達成で
きたと思います。
　委員会の方々、講師をして下さった皆様、本当に
ありがとうございました。

青少年奉仕委員会
委員長　秋元　政寛

≪活動内容≫
①ロータリー青少年指導者養
　成プログラム(RYLA)への参
　加
　→コロナ禍の影響により、
　開催内容を今年度はセミ　
　ナー形式に変更し、6月25日
　(土)に開催します。当クラブ

参加予定者4名。
②君津RC杯少年野球大会への協力支援、メダル授与
　→5月22日(日)に決勝戦観戦およびメダル授与を
　行いました。
③青少年交換プログラムへの協力支援
　→当クラブが支援する陶彩葉さんが、オンライン
　を使用したバーチャル交換をアメリカ、イタリア
　の学生とそれぞれ実施。
　→陶彩葉さんが、次年度候補生としてオリエン　
　テーションに参加。インド派遣が決定。インドか
　らはRia Rohan GURJARさんの派遣が決定。
　8月来日予定。
　次年度、当クラブで1年間支援を行うこととなり
ました。会員の皆様には、ホストファミリーのご協
力、例会やイベントでの交流など、ご支援ご協力を
お願い致します。

ロータリー財団委員会
委員長　平野　寛明

　今年度、年次寄付150ドル/
人、ポリオプラス指定寄付30
ドル/人、PHF(ポール・ハリ
スフェロー)の拡大、財団BOX
を設置し支援金を広める事を
目標に活動して参りました。
　ロータリー財団への年次寄
付、ポリオプラス指定寄付、
新ポールハリスフェロー4名、
マルチポールハリスフェロー7名となりました。
　会員皆様のご協力を頂き、目標を達成する事がで
きました。年間を通じて会員皆様の協力ご支援を頂
きましたことを感謝申し上げ活動報告とさせて頂き
ます。

米山記念奨学会委員会
委員長　髙橋　雄一

　今年、米山記念奨学委員会
は、ロータリアンの寄付金を
財源として日本で学ぶ優秀な
留学生に奨学金を支給し、支
援する事を目的に活動して参
りました。
　将来、日本と世界を結ぶ
「架け橋」となって国際社会
で活躍し、ロータリー運動の
良き理解者となる人材を育成する為、親睦を図り交



流をして参りました。　
　1年を振り返って委員長として不甲斐なさを実感
しております。私自身の勉強不足やコミュニケー
ションの取り方など先輩の廣田会員に大変お世話に
なり、奨学生のウニバト君をサポートして頂き感謝
しております。
　米山月間にウニバト君の卓話や創立50周年事業
に参加して頂けた事は、親睦を図れて良かった事と
思っています。　　
　今後、奨学生のサポートをする委員会として機会
がありましたら、廣田会員を手本としてもう一度
チャレンジしたいと思いました。
　会員の皆さん、ご協力ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 今 年 度 も あ と 1 か 月 と な り ま し
た。ラスト、ビシッと頑張ってい
きます。

佐々木昭博 今年度最後の理事会でした。現理
事の皆さん、お疲れ様でした!

谷　　浩司 皆さんのご協力のお陰により、君
津駅前花壇の花植え事業も無事終
了致しました。ありがとうござい
ました。花々もきれいに咲き誇っ
ています。きれいなロータリーを
堪能して頂ければ幸いです。

倉繁　　裕 都市対抗野球南関東大会が始まっ
ています。かずさマジックには、
実力を十分に発揮して、東京ドー
ムへの昨年に続く出場を早々に決
めて欲しいところです。

永嶌　嘉嗣 記念日の花、楽しみにしていま
す。

小幡　　倖 今 朝 方 、 6 チ ャ ン ネ ル を 見 ま し
た。皆さんの当時の話を聞いて、
当時を思い出しました。歴史は効
きませんね。

坂井佳代子 皆さんこんばんは。今月は、記念
日でありがとうございます。残り
少ない例会を大事にしていきたい
と思います。

鈴木　荘一 6/3の第5グループ会長幹事会にお
いて、無事、次年度木更津梶原ガ
バナー補佐に実質第5グループの
引継ぎをできました。ホストクラ
ブとしてお支え頂いた荒井・福田
幹事、岡野会長はじめ、会員の皆
様に心より感謝申し上げます。あ

りがとうございました。
原田　健夫 梅雨寒というのでしょうか。今週

は寒いようなので体調を崩さない
様にしましょう。本日はクラブ協
議会と懇親会、楽しくやりましょ
う。

大浦　芳弘 駅前花壇の花ですが、委員会での
毎日の水やりの効果もあり、元気
に花を咲かせています。都市対
抗野球の南関東大会が始まりま
した。日本通運、ホンダ、JFE千
葉、そして新興球団が出場する中
での3枠争いです。厳しい戦いと
なりますので、応援のほど宜しく
お願いします。

福島　大介 本日久しぶりの例会参加となりま
した。所用で懇親会に参加できず
残念です。

小関　常雄 梅雨入りしたそうですが、体調維
持に努めたいと思います。

隈元　雅博 君津RC50周年の年である、2021-
2022年度最後の夜間例会となりま
した。最後まで岡野会長をはじめ
とする会員の皆さん、高島さん、
ウニバト君と共にロータリー活動
ができたことに感謝致します。世
界平和と地域貢献の為に、これか
らもロータリー活動を頑張ります!

廣田　二郎 各 委 員 長 、 1 年 間 お 疲 れ 様 で し
た。(残り1か月気を抜かないよう
に…)

野中慎太郎 お客様から駅前の花壇「きれいで
すね」と当店職員にお声が有った
そうです。ご報告させて頂きま
す。

秋元ゆかり 皆様こんばんは。今月お誕生日、
記念日を迎えられる会員の皆様、
おめでとうございます。

藤代　公成 本日より、梅雨入り。梅雨のじめ
じめを吹き飛ばすことができる様
に、元気に明るく頑張っていきた
いです。

坂本　直樹 親睦委員会の今年度活動報告をさ
せて頂きました。1年間ご協力頂
き、ありがとうございました。

藤田　章博 先日の君津駅前の花植えでの出来
事です。周西中学校の生徒さんに
「お兄ちゃんが今年、山九に入社
したんだ。初給料で焼き肉ごちそ
うしてもらったんだー。」と言わ



れました。なんだかほっこりしま
した。

荒井潤一郎 岡野年度も、あと1か月。ファイ
ト!!

福田　順也 久しぶりの夜間例会です。楽しみ
にしております。

平野　寛明 本日、理事会に出席させて頂き、
岡野会長、幹事、理事の皆様、1
年間、本当にお疲れ様でした。

秋元　政寛 岡野会長、本日の抽選、当選おめ
でとうございます。流石です!!

髙橋　雄一 今年、ロータリー財団委員長をさ
せて頂きます。まだまだわからな
いことばかりですが、勉強してい
きたいと思います。皆様、ご協力
を宜しくお願い致します。

秋山　大輔 久しぶりに岡野会長のお顔を見ら
れて嬉しくなりました。岡野会長
のご令嬢と同じ高校へ通っている
娘が、昨日、少林寺拳法の関東大
会で優勝することができました。
これも岡野会長のおかげです。あ
りがとうございました。

馬場　孝弘 梅雨に入ってしまいました。湿気
と気温に気をつけながら体を動か
していきます。かずさマジック応
援していきます。

松浦　広樹 関東甲信地方が梅雨入りしたそう
です。コロナも油断できません。
体調の変化に注意して乗り切りま
しょう。

中野　賢二 親睦会楽しみです。早く例会終わ
らないかな。

大森　俊介 本日、委員会報告させて頂きまし
た。ありがとうございます。

茂田　秀和 本日、記念日のお祝いを頂きまし
た。おかげ様で、結婚23周年を無
事、迎えることができました。あ
りがとうございます。…と言うこ
とで、2次会は欠席させて頂きま
す。早く帰らねば…。

猪瀬　　浩 大分遅くなりましたが、私の記念
日のお祝い、ありがとうございま
す。本日は事前にお伝えしてある
通り、明日より公的な会議がス
タートする為、ニコニコのみの参
加となります。申し訳ありませ
ん。

川村　優子 皆さん、こんにちは。本日は久し
ぶりの夜間例会、楽しみたいと思

います。
阿部　輝彦 今日4回目のワクチン接種の案内

が君津市より来ました。7/15山の
手病院で接種を行う予定です。一
安心です。

内藤　智介 コロナ後遺症でしょうか?最近、抜
け毛が激しくぴえんを超えてぱお
んです。

篠塚　知美 今日は夜間例会です。楽しみま
しょう!!
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