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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　次年度RI会長、シェカールメータ氏はRCに入会
したばかりの頃、クラブの奉仕プロジェクトとして
手足が不自由な人達に義足やハンドサイクルを配布
する活動を行ったそうです。その際、初めはその人
達の手を握りたくなかったそうです。非常に嫌だっ
たそうです。しかし、何人もの人達の手を握ってい
くうちに突然この人達が抱える困難や苦境に共感
し、彼らの痛みを感じ、自分の事じゃなく彼らの事
を考えるようになり、その瞬間単なるRC会員から
ロータリアンになったと語っています。そしてロー
タリーが私に火を付けた!!と言っています。
　僕はまだロータリアンと呼ばれるほど語れません
が、RCって凄い!!って思った事があります。
　それは、入会して4年目の時に青少年奉仕委員長
を務めた際に、地区で行う青少年指導育成プログラ
ム、通称ライラセミナーに参加した事です。この時
は、歩行ラリーという体験学習技法を用いました。
グループに分かれた参加者がそれぞれ与えられたコ
マ図という地図に従い、指定された区間を指定され
た速度で歩き、設定されたチェックポイントを正確
に通過し、ゴールを目指します。この体験学習に
よって、目標達成への一体感、リーダーシップスキ
ルと人格を養いながらロータリーについて学ぶライ

ラセミナーです。初日は朝から集まりますが、参加
者は皆これから何をやるか分からず集まってきます
ので、皆眠たそうでスマホをいじったりとやる気の
ない感じです。それがセミナーが終えた頃には、皆
人が変わったように明るくなり、あちらこちらで活
発な話し声が聞こえ、初日とは明らかに変化しまし
た。その時、僕はロータリーって凄いな!!と今思え
ば僕はこの時ロータリーに火を付けられたんだと思
います。ぜひ皆様もこれからの活動でロータリーに
火を付けて貰い、更なる奉仕活動をしていきましょ
う!!

報　　告

１．6月6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新入会員の今年度委員会所属について
　　上野会員:社会奉仕委員会
　　藤田会員:公共イメージ向上委員会
　　常住会員:親睦委員会
　③決議審議会クラブ提出決議案承認について
　　異議なし
　④2021-2022年度監査・事務引き継ぎの日程に

　ついて
　　日時:6月27日(月)16時～　事務局　　　
　　出席:会長、幹事、次年度会長、
　　　　 次年度幹事、会計、監査2名
　　事務引き継ぎ終了後、懇親会
　　(理事・委員長出席)
　⑤赤十字募金について
　　例年通り回覧のみ
　⑥青少年交換留学生について　
　　陶さん　8月3日～7日頃　出発予定
　　＊7月11日の夜間例会へ陶さん家族の招待に

　　ついて
　　　お誘いする
　　＊ホストファミリーについて
　　　2家族の立候補あり



　　　あと1家族引き続き募る
　　　リアさん　8月17日～26日頃　入国予定
　　＊8月27日の地区のオリエンテーションへ出

　　席予定
　　＊月1回の例会出席義務(スピーチ等)
　⑦新入会員の次年度委員会所属について
　　上野会員:社会奉仕委員会
　　藤田会員:職業奉仕委員会
　　常住会員:親睦委員会　
　⑧委員会所属変更について
　　大住会員の6月末退会に伴い、R財団委員会

　の吉野委員が副委員長、米山記念奨学会の小
　幡会員をR財団委員会の委員とする

　⑨その他
　　第1回理事会
　　7月4日　11時30分～　ハミルトンホテル3階

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．第5グループ通信（Vol.6）
３．ロータリーの友(6月号) 
４．ガバナー月信(6月号)　
　 現在データ配信しておりますので、数に限りがあり
　 ます
５．きみつサマーフェスタ案内

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
　①日時:6月16日(木)　時間変更　点鐘18時30分
　  内容:家族親睦夜間例会兼会長・幹事・
　　　　本年度理事慰労会
　＜袖ケ浦RC＞
　①日時:6月27日(月)　時間変更　点鐘18時

２．次週は夜間例会です。
　今年度最後の例会となります。
　点鐘18時。場所はハミルトンホテル上総2階です。
　皆様、ご出席下さいますようお願い致します。
　　
〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．ロータリー冊子英語版
４．君津市チャリティーゴルフ大会の出欠の案内
５．有志親睦ゴルフの出欠の案内 

 
退会セレモニー
退会の挨拶

阿部　輝彦会員

　皆様こんにちは。2年前、鈴木
荘一会長の御紹介で、この伝統
ある君津ロータリークラブに入
会させて頂きました阿部輝彦で
す。君津に移住して丸3年。直後
に台風19号の災難にあい、4日間
の停電を余儀なくされました。
インフラに弱い町だなぁという
のが第一印象でした。
　しかしながら、秋の紅葉、冬の牡丹、山茶花、春を
迎え色とりどりの鮮やかな花々が咲き乱れ、桜の季節
を迎える頃には、すっかり君津に魅せられ、この地を
終の棲家に決めました。
　7月に君津ロータリークラブに入会。79歳の高齢でし
たが、温かく迎えて頂き嬉しかったです。その年の春
からコロナ禍で世の中が様変わり、ロータリーも充分な
活動が出来ず、荒井・岡野両会長にはさぞかし不満足
な日々であったことでしょう。そのような状況で垣間見
る君津ロータリーの団結力、アットホームさには目にみ
はるものがありました。
　その典型が50周年記念セレモニー、イベントでし
た。手作りの温かい大会に参加出来て幸せでした。し
かも会員が100％出席という、私の23年間のロータリア
ン生活では初めての快挙です。心よりおめでとうござ
います。
　これからは地区のリーダーシップとしての君津ロー
タリーの益々の御活躍・御発展を祈念申し上げ、お世
話になった皆様への謝辞とさせて頂きます。
　短い2年間でしたが、本当に楽しかったです。ありが
とうございました。

玉作　朋之会員

　この度、４月末日をもって君津ローターリークラブを
脱会する事となりました。弊社組織変更に伴い、君津
支店が鹿島支店と統合になり東日本支店の支店長を拝
命し、勤務箇所が君津と鹿島とならざるを得なくなり
ました。週前半が鹿島勤務となる関係上、例会参加が
無理になる事と行事等の参加などRCメンバーに色々と
ご迷惑をおかけする事になると判断し、退会をさせて
頂く事と致しました。
　2021年4月に入会させて頂き、約1年(実質コロナ影響
で半年?)ほどの会員活動ではありましたが、ロータリー
の精神、奉仕の考え方など会員の皆様との対話で接し



学んだ事はこれからの人生に大きな希望と意欲を齎し
てくれると思います。
　以降、メンバーシップからは外れますが、RCで学ん
だ精神をしっかり持って生きていきたいと思います。
　君津ロータリークラブの益々の発展と会員様のご健
勝をお祈り致します。本当にありがとうございました。

委員会報告
第5G会長幹事会の報告

大川　裕士会員

　6月3日(木)に2022～2023年度第5グループ会長幹事
会及び新旧会長・幹事会がハミルトンホテル上総にて
開催されましたのでご報告致します。
　次年度会長幹事会は、グループ幹事の木更津RC平
野弘和様の司会・進行で始まりました。
　先ず、木更津RC梶暉芳ガバナー補佐の挨拶、続い
て会長・幹事紹介、第5グループ活動方針について、
会長幹事会の開催日程場所についての説明がありまし
た。
　主な話は2つで、1つはガバナー公式訪問について、1
つは第5グループまとまっての活動についてでした。
　ガバナー公式訪問に伴うガバナー補佐のクラブ訪問
日程は、就任時とガバナー公式訪問の2週間前の2回。2
週間前の訪問時にはクラブ協議会を開き公式訪問に備
えて欲しいとの事と、今回は7クラブを3グループに分
けて合同で行うので、クラブ同士で話し合いが必要と
の事でした。
　合同活動については、11月6日(日)開催予定のアクア
ラインマラソンのゴール後のブルーベリー配布を7クラ
ブまとまっての活動にする為の協力依頼があり、次回
会長幹事会で詰めたいと話しがありました。
　新旧会長・幹事会は荒井潤一郎グループ幹事の司
会進行で、佐々木昭博ホストクラブ幹事、鈴木壮一ガ
バナー補佐、梶　暉芳次年度ガバナー補佐の挨拶、出
席者紹介の後、鈴木壮一ガバナー補佐議長のもと、今
年度事業、仮決算、監査報告が行われ、承認されまし
た。
　以上簡単ではありますが、報告とさせて頂きます。

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友6月号紹介

小幡　　倖会員

　本年度最終号の為、P22「す
ずちゃんのJust say cheese!」写
真データをプリント・フォトブッ
クに、P27「ガイ散策」連載記事
が全て終了となります。
　それでは横組みページから、
P7「規定審議会」から見えてく
るロータリーの方向性と題して
滝澤功治 規定審議会代表議員
世話人代表より2022年規定審議会リポートとして議論
の内容が詳細に書かれています。P12～17には規定審
議会の歴史、最後のP18～19では、小船井修一 事務局
担当より規定審議会の視座、規定審議会の主役はクラ
ブ、未来を形成する為にはクラブが主体性を維持しRI
理事会と共に「変化への対応」をするべきです。と述
べられています。
　多くのページを割いて「規定審議会特集」が掲載さ
れていますので、ロータリー活動の根幹をなす問題と
して意識する事も必要と感じました。
　次に縦組みです。P4「科学の目で見た海のプラス
チックゴミ」と題して地球環境問題の際たるプラス
チックの現状を専門的立場で、解かりやすく九州大学
の磯部先生が2700地区糸島RC環境保全事業講演の中
でしています。海流と風の関係、ゴミはどこから出てど
こに戻るのかを系統だって教えてくれています。普段
何気なく捨てているプラゴミに今一度関心をもって捨
てない事に注力し、生態系の及ぼす弊害について身近
に対応すべきと感じました。

次年度タイム
次年度活動計画発表
「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－を楽しみながら活動しよう!～」

武田　富士子会長エレクト

≪2022～2023年度 君津ロ－タ
　リ－クラブ運営・活動方針≫
１．2022～2023年度
　RIジェニファ－・ジョ－ンズ
　会長
　テ－マ「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、ロータリ－の
　力と繋がりを生かすように!
２．2022～2023年度 2790地区小倉純夫ガバナ－
　地区スロ－ガン「ロ－タリ－の仲間との信頼を繋ぎ、
　千葉からロ－タリ－をかえていこう!」とし、地区第2
　スロ－ガン「ロータリ－を楽しみながら地域で、そし
　て世界で良い事をしよう!」と、私達に楽しく奉仕活
　動を実践していこうと呼びかけた。
３.2022～2023年度　君津ロ－タリ－クラブ活動方針
　テ－マ「元気印!君津ロ－タリ－クラブ」
　DEI(デ･ア･イ)を大切にし、ロ－タリ－を楽しみなが
　ら活動しよう!
　多様的で公平で皆が自分は歓迎され重んじられてる
　と感じられような環境を育しみ、元気いっぱい楽し
　んで活動できる君津ロ－タリ－クラブ。
　青少年奉仕の野球大会、社会奉仕の花植え活動・職
　業奉仕の出前教室などなど、奉仕の向こうで笑顔で
　接してくれる皆さん、小学生や中学生がいます。大
　切にしていきましょう。

　では、次年度各委員長より次年度活動方針について
発表して下さい。なお、内容については次年度活動計
画書に掲載致します。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 阿部会員、短い間でしたがありが
とうございました。退会されても
仲良くお願いします。

佐々木昭博 本日は4つのテストを唱和させて
頂きありがとうございました。阿
部会員の退会は大変残念ですが、
またモルック協会等でお世話にな
りますので宜しくお願いします。
写真もありがとうございました。

阿部　輝彦 コロナに邪魔された2年間でした
がお世話になりました。ありがと
うございました。

鈴木　荘一 暑い日が続きそうですね。皆さん
体調に気を付けてお過ごし下さ
い。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。本日、次年度親
睦委員会の活動計画を発表させて
頂きます。あがり症なのでとても
緊張しています。

秋元　政寛 阿部会員の身なりや立ち居振る舞
いを見て、いつも「かっこいい
なー」と思っていました。今後も
ご活躍をお祈りします。

川村　優子 本日で退会される阿部さん。同期
入会という事もありとても寂しい
ですが、お疲れ様でした。ありが
とうございました。

谷　　浩司 いよいよ次年度タイムの例会とな
りました。寂しくもありますが、
最後まで気を抜かず次年度にも繋
げていきたいと思います。

平野　寛明 本日、新理事会に出席させて頂き
ました。本年度、皆様のご協力の
ほど宜しくお願い致します。

黒岩　靖之 昨日、Mt(マウント)富士ヒルクラ
イムレースに参加しましたが、
レース中に後続車の接触で落車し
てしまいました。幸い怪我はあり
ませんでしたが、自転車のホイー
ルが曲がってしまい走行不能にな
り残念ながらリタイアしました。
3回目の参加ですが、大雨と寒さ
と今日の件と、毎日何かありま
す。ついてないな～。

小幡　　倖 本日最後の6月号「ロータリーの
友」を紹介させて頂きました。毎
日が節目節目の連続で過ごしてい
ます。11日は有害駆除の為、関豊
の山奥に参加させて頂き鹿3頭が
駆除されました。私の目の前には
出現してくれませんでした。でも
緊張の連続でした。

福田　順也 阿部会員、大変お世話になりあり
がとうございました。

早見　秀一 退会される阿部会員、非常に残念
ですが公私とも引き続きお付き合
いのほど宜しくお願いします。次
年度タイムでは、代理の代理で発
表させて頂きました。

藤代　公成 阿部会員、色々お世話になりまし
た。ありがとうございました。
ロータリーを退会してもご指導ご
鞭撻を賜りますようお願い致しま
す。

大住　昌弘 昨日は、柏のボランティア畑で
ジャガイモが望外に取れました。
(キタアカリ、メークイン、ポロシ
リ、アンデス)ポテトサラダ何個分
になるか気が遠くなります。本日
で昼の例会が最後となりました。
長い間お世話になりました。

髙橋　雄一 50周年記念時計塔の完成が楽しみ
です。今後も何かのイベントに変



えられていければと思いました。
原田　健夫 初めて席替えくじ当たりました。

この調子でかずさマジック、第3
代表を決めてくれー!

隈元　雅博 武田エレクト、いよいよですね。
会員一丸となり頑張ってまいりま
しょう!これからも世界平和と地域
の為にロータリー活動を頑張りま
す!

木内　髙茂 記念日の日には、素敵なお花あり
がとうございました。会社の入り
口に飾らせて頂いてます。前回の
夜間例会、欠席してしまいました
ので、次回の夜間例会は必ず参加
致します。隈元さん、お手柔らか
に!

宮本　茂一 孫が生まれました!5人目です!!写真
頂きました!!

武田　富士子 阿部さん、お世話になりました。
寂しい限りです。今、大変な事を
抱えており余裕がありません。7
月より会長就任です。アップアッ
プなので、皆様助けて下さい。
宜しくお願い致します。1つの関
門。やっかいな場所に出来たポ
リープが見つかりました。16日入
院、17日手術です。何でもなけれ
ば1週間で退院となります。

秋山　大輔 阿部さん、大変お世話になりまし
た。いつまでもお元気でお過ごし
下さい。

内山　貴美子 次年度の活動計画を発表させて頂
きました。もうすぐ次年度です
ネ。引き続きロータリー活動を頑
張りましょう。阿部さん、今まで
色々ありがとうございました。


