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会　長　挨　拶
岡野　　祐会長

　今年度ラストの挨拶となり
ます。今年度もコロナ禍では
ありましたが、奉仕活動につ
いてやらない選択よりやれる
方法を考えるとの思いでス
タートさせて頂きました。皆
様のご協力のおかげで、ほぼ
奉仕活動が行えたと思ってお
ります。
　振り返ってみますと、2021年7月5日にスタート
し、次の週にはガバナー公式訪問、8月には地区補
助金事業としての周西南中学校吹奏楽部への演奏補
助、および楽器贈呈、9月には地区の環境保全プロ
ジェクトとして郡ダムの清掃、また、例会では初
のZoom開催をしました。Zoomに関して何も解らな
かったので、袖ケ浦RCの田中さんに何度も来て頂
きセッティングして貰い開催できた次第です。10
月には世界ポリオ祈願プロジェクトとして、人見神
社にてご祈祷して頂きました。そして親子体験枝豆
収穫祭も晴天の中行う事ができました。11月に入
り、周西中との花植事業、12月には周西中への出
前教室の開催、そして久々の夜間親睦チャリティー
忘年会を行う事ができました。チャリティーで集
まった浄財を君津市へ届けました。年末最後の奉仕

活動として君津愛児園へクリスマスプレゼントも届
ける事ができました。
　今年1月17日にスタートし、次の週から蔓延防止
に入ってしまいZoomとのハイブリッド例会となり
ました。そんな中、感染対策をし八重原中の出前
教室を行う事ができましたが、2月に入り感染者が
増え、周西小の出前教室が中止。そして50周年式
典も延期となりました。3月になり、ほぼ式典準備
に取り掛かり、3月28日には千成最後の例会となり
ました。4月4日には、新しくハミルトンホテルに
て例会がスタートしました。そして4月23日に我が
クラブ創立50周年式典を挙行致しました。出席率
100%!!という歴史的な1日となりました。5月には今
年度最後の奉仕活動となる周西中との花植活動を行
いました。また、今年度は50周年を記念に米山記
念奨学生「ウニ・バト君」を受け入れ、青少年交換
事業を新たに奉仕事業として始めました。
　以上、今年度奉仕活動を報告させて頂きました。
このように、毎月のように奉仕活動を行っているク
ラブは多くないと思います。これが我がクラブの力
であり、会員皆様が一致団結して同じ方向に向かっ
ているからだと思います。
　僕の年度は本日で終わりますが、今後もクラブの
奉仕活動が継続してやっていけるよう、皆様のご協
力をお願い申し上げ、今年度ラストの挨拶とさせて
頂きます。ありがとうございました。

幹　事　報　告
佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．お土産(各席にランダムに配
布)

〈報　告〉
１．6月27日(月)は、会長幹事引
　継ぎ会及び会計監査を行いま
　す。
　時間：16時～



　場所：事務局
　出席：岡野会長・佐々木幹事・武田会長エレクト・　 

大川副幹事・藤代会員・福田会員
　 　　 松浦会員・高島
　なお、6月27日(月)は休会です。お間違いないようお
願い致します。
　次回例会は7月4日(月)です。新年度第1例会です。
　皆さんご出席下さいますよう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。　　　　　　　　　　　
２．7月11日(月)の夜間例会の出欠について 
 

退会セレモニー
退会の挨拶

坂井　佳代子会員

　皆さんこんにちは。3年半とい
う短い間でしたが、大変お世話
になりました。君津ロータリーク
ラブは、夫の正視が大好きで大
好きで、自分の後は何が何でも
入会しろと言って、ちゃんと入
会するからと何度言っても早く
入会しろと聞きませんでした。
　夫が皆さんとの縁を紡いでく
れて今の私がここにいます。6月末で退会しますが、こ
のご縁は私の、また夫の大切な財産です。短い活動の
中でも(皆さんには何でもない事でも)、私にとっては初
めての経験をたくさんさせて頂きました。
　また、50周年記念の年に会員として係らせて頂いた
事はとても光栄な事です。ロータリーで学ばせて頂い
た奉仕の心を忘れず、何ができるか分かりませんが、
これからは私のできることをしていきたいと思っていま
す。皆さん、ありがとうございました。

大住　昌弘会員

　2016年7月に入会以来6年間、
君津ロータリークラブの皆さん
には大変お世話になりありがと
うございました。新しく入会され
た方も増えましたので、私の絡
んだ活動についての引継ぎもか
ねてご説明方々ご挨拶とさせて
頂きます。
　入会の2年前に今の会社に赴

任しましたが、この間社内事情に追われ、結果として
入会準備期間でした。入会して、多くの会員の方は地
元で育ち、若い時からJCやライオンズクラブなど、地
域の活動で多面的なお付き合いをされ、前向きに経営
と社会貢献を両立させようとされている方が多いと感
じました。私はポッと出の経営者として、ロータリーク
ラブという一面での接点でしたが、入会して君津住民
としてスタートが切れたような気がしました。ただ、し
ばらくはロータリークラブとは何だろうと悩む事も多
かったのですが、10月の枝豆収穫祭で、皆さんとの共
同作業、参加者の明るい笑顔、皆さんと頂いた小糸在
来の温かいお味噌汁。この時、私のロータリー活動に
火が付いたのだと思います。
　この6年の間、国際奉仕委員長、公共イメージ向上
委員長など経験させて頂きました。入会半年後に、次
年度は国際奉仕委員長をやれと言われましたが、全く
何も分からず、当時会長の鈴木壮一さんに相談しまし
たら、柏東RCに行けと。そこではコスモス奨学金とい
うスリランカの貧しく優秀な子供たちを里子として日
本人の里親につないでいる団体を紹介されました。ス
リランカは中央部より北の農業地域は農薬被害や乾
燥により土地のミネラルが濃縮し塩害が発生、腎臓病
や肝臓病の人が多く、子供たちの健康が心配だという
事でした。新年度の国際奉仕委員会の主たる活動とし
て、コスモス奨学金を経由して、簡易浄水器をスリラ
ンカの学校に寄付する事にしました。2018年1月に鈴木
壮一さんと現地に行き、コスモス奨学金の会員が里子
と再会するバスに乗り合わせ、地方の学校に届けまし
た。二度目の国際奉仕委員長だった2020年1月には会
長の内山貴美子さんとご一緒し、この時内山さんは5人
の子供の里親になりました。ただ、この浄水器は残念
ながら、農薬や塩分は完全に除去できないという弱点
もあります。また、ろ過するカートリッジも数ヶ月で交
換しなければならないので、現地で部品交換ができる
ような体制をとろうと、ロータリークラブの皆さんから
たくさんの寄付を頂きましたが、コロナ禍の為活動が
継続できなくなり、いまだに体制が整っていません。
現状、国際情勢の悪化で国内が政治混乱で停電が1日
13時間に及ぶなど社会情勢が緊迫しており、しばらく
様子を見るしかありません。クラブの予算から出た財
源も含め当時の日本円で約60万円を現地の銀行に定期
預金をしてありますが、残念ながら通貨も30%強も下
落しております。引き続きコスモス奨学金関係者と連
携を取りながら、単なる寄付のみではなく、それを機に
現地で自律的な活動ができるように支援できたら良い
かと思います。
　公共イメージ向上委員長の時は、君津ロータリーク
ラブの認知度の向上とスリランカへの国際奉仕を紹介
すべく、君津RCに関係の深い小中学校に図書を送り、
周東中学などとは校長先生と生徒会役員と車座になっ



て座談会を行ったりしました。子度たちに何かの気付
きが芽生えていたらと願っています。
　今後は柏にて定住する事にはなりますが、会社には
もう1年務める事になっており、月2回程度は出社する
つもりです。また、ロータリークラブを通じて活動を始
めた当地区のスリランカクラブの役員として日本語学
校の運営などに関わるつもりですし、君津モルック協
会の副会長としてこの秋のアジア大会や君津大会の運
営のお手伝いをします。何か機会があれば、また皆さ
んとご一緒できればと願っております。

メインプログラム
退任挨拶

岡野　　祐会長

　思い起こせば10年前に、隈元
さんに「たくちゃん、毎週月曜日
に千成で食事してるからおいで
よ」と声を掛けて頂いたおかげ
でロータリーに入会する事がで
きました。当時の会員の皆様に
温かく迎え入れてくれた事を今
でも覚えています。
　すぐ親睦委員になり、2年目に
親睦委員長、3年目にS.A.A.、4年目に青少年奉仕委員
長を仰せつかりました。そして5年目に永嶌さんが会長
エレクトになる時に、僕に幹事をやってくれないかとお
話を頂きました。初めはよく精査して下さいと返事を
伸ばしていましたが、その頃はよく宮本さんと永嶌さ
んとゴルフに行っており、色んな話をしている内に永
嶌さんの人柄が好きになり、幹事をやりますと返事を
させて頂きました。そこからが大変でした。周りの人か
ら幹事頑張ってねと言う話はなく、次は会長だねとい
う言葉を掛けられる事が多く、「えっ会長?えっ僕が?」
と、君津RCでは、幹事になる人が会長になるという事
が僕は解っていませんでした。本当に永嶌会長の時の
幹事が精一杯だったので、会長になるなんて想いもよ
りませんでした。活動計画書の委員会の年度別名簿を
何度も見て、3年後に会長だと何度も確認して胃が痛く
なり何とも言えない気持ちになりましたが、もう決まっ
た事なので腹を括りました。そこからまたロータリーに
対する意識も変わりました。そんな思いで現在に至っ
ています。
　さて、改めてこんな頼りない自分でしたが、クラブ会
長、式典会長を任せて頂きありがとうございました。
「生きていて良かったな」と思うくらい光栄でした。僕
の年度はこれで終了しますが、君津RCは歩みを止める
事なく世界平和を願い、地域の為に活動していかなけ
ればなりません。今後も微力ながらクラブの為に尽く

して参りますので、宜しくお願い致します。
　皆様、本当に本当にありがとうございました。

佐々木　昭博幹事

　まずは1年間幹事をやらせて
頂きありがとうございました。
特に岡野会長には1年間本当に
お世話になりました。岡野会長
のリーダーシップ無くして今年
度は乗り切れなかったと思いま
す。本当にありがとうございま
す。
　しかし、思い返せばロータ
リーに入会した7年前。当時S.A.A.だった岡野会長に
副S.A.A.所属に引っ張られた時から、既にこの大変な
50周年記念、岡野会長年度の幹事としてのレールに乗
せられていた様な気もします。まんまと罠にハマった
かな?といった感じの大変さでした。今年度の梶原ガバ
ナーも改革派で例年以上に行事や変更も多かったです
し、岡野会長の方針も「コロナ禍でもやらない選択よ
りやれる方法を考える」の積極姿勢でしたので、幹事
としてはとにかく最初から最後まで気の抜けない1年で
した。
　因みに今年度、主に行った事を発表しますと…ガバ
ナー公式訪問に始まり、郡ダム清掃環境保全プロジェ
クト、人見神社さんにてポリオ・コロナ祈願プロジェ
クト、第5Gホストクラブ、第5G情報研究会、第5Gゴル
フ大会、クラブ戦略計画委員会の立ち上げ、地区補助
金プロジェクトである周西中・周西小への楽器寄贈と
演奏会、駅前花壇花植え、愛児園クリスマス会、忘年
例会と君津市への寄付、出前教室2回、枝豆収穫祭、
Zoomハイブリッド例会の導入、ホテル千成さんからハ
ミルトンホテルさんへの例会場の変更引っ越し、そし
て50周年記念式典の実行。50周年記念事業の人見神
社さんへの時計塔の設置完成もまだ週末に控えてお
りますので、まだ終わっておりません。まだまだ他に
もあった様な気もしますが思い出せません。そんな中
身の濃い1年を経験させて頂いた事に感謝して今後の
ロータリー活動に活かして行こうと思います。
　岡野会長を始め、役員、理事、会員の皆様。そして
事務局の高島さん。1年間本当にお世話になりました!
次年度はゆっくりと例会を楽しみたいと思います。以
上、ありがとうございました。



大川　裕士副幹事

　皆様、こんばんは。2021-2022
年度副幹事を務めさせて頂きま
した。大川です。佐々木幹事の
もとで幹事心得を勉強させて頂
き、微力ながらでも補佐をし、次
年度に繋げていきたいと思った1
年前の誓いと言いますか、心意
気はどこへやら。萎んでしまい
ましたが、理事会での佐々木幹
事の真摯な姿は頭に残っています。
参考にさせて頂き次年度に臨みたいと思っています。
　会員皆様のご指導ご鞭撻、ご協力の程宜しくお願い
致します。1年間ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

岡野　　祐 皆様1年間ありがとうございまし
た。皆様に支えられての会長でし
た。次年度は武田会長です。皆で
盛り上げていきましょう!!

佐々木昭博 会員の皆さん1年間、岡野年度に
ご協力頂きありがとうございまし
た!話は変わりますが、日曜日に
金田のすだてに行って来ました。
たくさん魚が採れて楽しめたので
すが、大漁すぎて家でさばくのが
大変でした。素人でもYoutubeを
見様見真似で何とかなるものです
ね。

坂井佳代子 皆さんこんばんは。退会の挨拶を
させて頂きました。お世話になり
ました。ありがとうございまし
た。

大住　昌弘 本日が最後の例会となります。こ
れ迄、色々とお世話になりありが
とうございました。これからもお
付き合い下さい。

黒岩　靖之 岡野会長以下理事、役員の皆様、
1年間お疲れ様でした。退会され
ます、大住会員、坂井会員、阿部
会員には寂しい限りですが大変お
疲れ様でした。今週、6/25(土)に
ホテルニューオータニ幕張で第
45回RYLAセミナーが開催されま
す。今年度は外部講師による講演
と避難所運営ゲームを行います。

参加される青少年、ロータリアン
の皆様宜しくお願い致します。

荒井潤一郎 今年度、お疲れ様でした。次年度
も頑張りましょう。

秋元　政寛 岡野会長、佐々木幹事、1年間お
疲れ様でした。坂井会員、大住会
員、今までありがとうございまし
た。

宮嵜　　慎 岡野会長、佐々木幹事をはじめ理
事の皆様お疲れ様でした。心より
ご慰労申し上げます。坂井さん、
大住さん、お身体に気を付けてこ
れからのご活躍をお祈り申し上げ
ます。

谷　　浩司 本日で最後の例会で、寂しいで
す。大住会員1年間ありがとうご
ざいました。君津駅北口の花々も
綺麗に咲いています。いつでも見
に来て下さい。

大浦　芳弘 かずさマジックの都市対抗野球本
大会出場が決定し、17日には組み
合わせ抽選も実施されました。1
回戦は大会2日目19日の第3試合
で、東海地区代表のトヨタ自動車
と対戦する事になりました。火曜
日の18時からの対戦となります
が、可能な限りの応援を宜しくお
願いします。

倉繁　　裕 今年度、役員の皆様お疲れ様で
す。かずさマジック、都市対抗野
球本大会への出場が決定して何よ
りです。まずは、初戦7月19日に
勝利して1試合1試合勝ち進んで欲
しいところです。

早見　秀一 最終例会での司会進行をさせて頂
きました。岡野会長、佐々木幹
事、大川副幹事、誠にお疲れ様で
した。楽しい年度でした。ありが
とうございました。

宮本　茂一 会長、幹事、理事、役員の皆様方
1年間大変お疲れ様でした!!

吉野　和弘 創立50周年記念の写真を頂きまし
た。

藤田　章博 かずさマジック都市対抗野球本大
会出場おめでとうございます!君
津市代表として活躍を祈念してお
ります!!坂井会員、大住会員お疲
れ様でした!!岡野会長、佐々木幹
事、大川副幹事お疲れ様でした!!

中野　賢二 2年連続でイベント関係が中止に



なっていましたが、今年は君津駅
北口で7月24日(日)に「きみつフェ
スタ」というイベントを実施しま
す。時間のある方は遊びに来て下
さい。

秋元　直樹 坂井会員、大住会員、長い間お疲
れ様でした。

木内　髙茂 坂井会員、大住会員、お疲れ様で
した。色々勉強させて頂きまし
た。50周年を共に過ごせた事を嬉
しく思います。これからも頑張っ
て下さい。

内山貴美子 いよいよ今日で岡野年度も最後で
す。無事50周年も終わり、また新
しい年度に向けてロータリー活動
頑張ります!

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
ができた事に感謝致します。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!

小幡　　倖 坂井さん、大住さん、長い間あり
がとうございました。退会されて
も顔を見せて下さい。岡野会長、
佐々木幹事、1年間お疲れ様でし
た。コロナ禍の中スケジュールの
調整や50周年の企画運営とたくさ
んの実績を残して下さいました。
感謝です!!大川副幹事、様々な場
面で下支えを頂きありがとうござ
いました。1年の〆ですが、新た
な年へのスタートでもあります。
健康に留意され、ご自愛下さい。
お疲れ様でした!!

大森　俊介 岡野会長、佐々木幹事1年間お疲
れ様でした。坂井会員、大住会
員、大変お世話になりました。

髙橋　雄一 久しぶりの夜間例会楽しみです。
藤代　公成 坂井会員、大住会員今までありが

とうございました。お世話になり
ました。ロータリーでお会いでき
なくても今後とも宜しくお願いし
ます。

篠塚　知美 岡野会長、佐々木幹事、理事の
皆様1年間ありがとうございまし
た。夜間例会楽しみます!!

野中慎太郎 時計塔の工事進捗がラインの発信

で良く見えています。完成が楽し
みです。

永嶌　嘉嗣 岡野会長、命がけの力走見事でし
た。御苦労様でした。

馬場　孝弘 かずさマジックドーム進出おめで
とうございます。ドームで応援頑
張って来ます。岡野会長、佐々木
幹事、大川副幹事様、大変お疲れ
様でした。

髙島　俊治 かずさマジックの第93回都市対抗
野球本大会出場おめでとうござい
ます。7月19日に東京ドームで強
敵トヨタ自動車と対戦します。是
非良い試合をして勝利して欲しい
と思います。もちろん応援に駆け
付けます。

伊藤　　彰 退任される岡野会長、佐々木幹
事、大川副幹事1年間お疲れ様で
した。退会される坂井会員、大住
会員お疲れ様でした。

内藤　智介 岡野会長、佐々木幹事、役員の皆
様1年間お疲れ様です。素晴らし
い年度でした。ありがとうござい
ました。大住会員、坂井会員、寂
しい限りですがまたお会いできる
事を楽しみにしています。

鈴木　荘一 岡野会長、佐々木幹事1年お疲れ
様でした。また、今年はグループ
のホストクラブとして支えて頂き
ありがとうございました。坂井さ
ん、大住さん時折お付き合いの程
宜しくお願いします。

秋元ゆかり 皆様こんばんは。本日のサプライ
ズお土産ありがとうございまし
た。大住会員、坂井会員寂しくな
りますが、またどこかでお会いで
きる事を願っております。

坂本　直樹 坂井会員、大住会員お世話になり
ました。本日、岡野会長年度最終
例会、岡野会長、佐々木幹事大変
お疲れ様でございました。と同時
に楽しい1年間をありがとうござ
いました。
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