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武田富士子会長
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奉仕の理想
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乾　　　杯
岡野　祐直前会長

2022-2023年度第一例会として、岡野直前会長の
発声で乾杯を実施

認証状・会長章の引継ぎ
岡野　祐直前会長、武田　富士子会長

岡野直前会長から武田会長へ認証状を引き継ぎ

役員章引継ぎ式
坂本　直樹S.A.A.

岡野直前会長⇒武田会長

岡野直前会長⇒大浦副会長

佐々木直前幹事⇒大川幹事



本年度の役員・理事紹介
武田富士子会長

会 長   武田富士子 会長エレクト   福田　順也
副 幹 事   大浦　芳弘 研修リーダー   廣田　二郎
幹 事   大川　裕士 会 計   藤代　公成
S . A . A .   坂本　直樹 副 幹 事   大森　俊介
直 前 会 長   岡野　　祐 社 会 奉 仕   内藤　智介
国 際 奉 仕   平野　寛明 職 業 奉 仕   小関　常雄
青少年奉仕   茂田　秀和 親 睦   秋元ゆかり

会長就任挨拶
武田　富士子会長

　2022-23年度君津ロ－タリ－
クラブの会長を仰せつかりま
した、武田富士子です。宜し
くお願い致します。
　2022-23年度RI会長･ジェ
ニ フ ァ － ・ E ・ ジ ョ － ン ズ
氏 は 、 本 年 度 の R I テ ー マ
「IMAGINE ROTARY」(イマ
ジン・ロ－タリ－)を発表され
ました。ロ－タリ－が世界にもたらす変化を想像し
て大きな夢を描き、その実現のためにはロ－タリ
－の力と繋がりを生かすようにと呼びかけられまし
た。
　2790地区小倉ガバナ－が2790地区のスロ－ガン
を「ロータリ－の仲間との信頼を繋ぎ、千葉から
世界を変えていこう!」として、第2スロ－ガンを
「ロータリ－を楽しみながら、地域で、そして世界
で良いことをしよう!」と、楽しく奉仕活動を実践
していきましょうと提唱されました。
　わが君津ロ－タリ－は、D・Ｅ・Ｉ(デ・ア・イ)
を大切にしてロ－タリ－を楽しみながら活動をしよ
う!「元気印!君津ロ－タリ－です」皆様ご指導・ご
協力をお願い致します。

会長エレクト就任挨拶
福田　順也会長エレクト

　今年度、会長エレクトを仰
せつかりました、福田です。
宜しくお願い致します。
　会員増強委員長、奉仕プロ
ジェクト委員長も兼任させて
頂きます。
　奉仕プロジェクト委員の活
動方針では、「社会奉仕、国
際奉仕、職業奉仕、青少年奉
仕の4つの委員会のサポートをする。」とありま
す。内藤社会奉仕委員長、平野国際奉仕委員長、小
関職業奉仕委員長、茂田青少年奉仕委員長、何なり
とお申し付け下さい。
　さて、今年度の国際ロータリー、ジェニファー・
ジョーンズ会長のテーマは「イマジン・ロータ
リー」、2790地区、小倉純夫ガバナーの地区ス
ローガンは「ロータリーの仲間と信頼を繋ぎ、千
葉からロータリーを変えていこう!」、君津ロータ
リークラブ武田会長のテーマは「元気印!君津ロー
タリークラブ」です。武田年度、君津からロータ
リーを変えましょう!
　昨年度、君津ロータリークラブは50周年を迎
え、今一度、原点に立ち、次の周年事業に向け、繋
げて行かなければなりません。原点である、ロータ
リーの目的は、「意義ある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励(しょうれい)し、これを育むことにあ
る。」　具体的には

第1　知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること

第2　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に奉
仕する機会としてロータリアン各自の職業
を高潔なものにすること

第3　ロータリアン一人一人が、個人として、ま
た事業および社会生活において、日々、奉
仕の理念を実践すること

第4　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること

と、あります。君津RC共通の目的、指針とし、繋
げていきましょう。
　最後に、武田年度、会員皆様方、お一人お一人
の、ご協力、ご指導、ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお
願い致します。
　以上、就任挨拶とさせて頂きます。どうもありが
とうございました。



副会長就任挨拶
大浦　芳弘副会長

　今年度、武田会長の下で副
会長の大役を仰せつかりまし
た日鉄物流君津(株)の大浦で
す。
　君津ロータリークラブに入
会させて頂いて、やっと5年が
経過しました。
　これまで、公共イメージ向
上委員会、社会奉仕委員会に
て活動させて頂きましたが、ロータリーを理解して
活動するという面では、まだまだということを実感
しています。
　このように、ロータリーでは若輩者になります
が、君津ロータリークラブの活動に少しでもお役に
立てるように努力して参りたいと思いますので、宜
しくお願いします。

幹事就任挨拶
大川　裕士幹事

　本年度、武田会長のもと幹
事を務めさせて頂きます大川
です。
　クラブ運営が円滑に進めら
れるように努めたいと思って
おります。
　1年副幹事の職に居ながら、
幹事のイメージが掴めません
でした。
　4月に行われました、第2790地区2022/2023年度
の地区研修会・協議会の幹事部会にて、白鳥パスト
ガバナーより幹事は会長が絵がいたものを実現して
いくのが役目、会長と幹事は夫婦ではなく、車の両
輪、対等である。
　橋岡パストガバナーのクラブを事実上引っぱるの
は幹事、織田地区幹事長の幹事を務めてRCの全体
像が理解出来ましたとの話があり、生半可な気持ち
では努まらないと、大変重い、役職だと感じまし
た。
　会員皆様のお力をお借りして武田会長と取組ん
で参ります。1年間宜しくご協力の程お願い致しま
す。

副幹事就任挨拶
大森　俊介副幹事

　この度、副幹事を拝命しま
した大森です。
　ロータリーについて、勉強
不足のところもたくさんあり
ますが、まずは、大川幹事を
しっかり補佐できる様に精一
杯やって参りたいと思います
し、大川幹事を支えること
で、武田会長やクラブも支え
ることに繋がると思います。
　職務を全うできるよう努力しますので、今後と
も、皆様にはご指導頂ければと思います。1年間宜
しくお願い致します。

感謝状・記念品の贈呈
パスト会長章の贈呈

武田富士子会長

直前会長・幹事に感謝状及び記念品の贈呈

今年度第1号来訪ロータリアン
国際ロータリー第2790地区ガバナー補佐

梶　暉芳　様



会長挨拶及び報告
武田富士子会長

　本日より武田丸出航です。
皆様方のご協力を頂きながらの出発です。よろしく
お願い致します。
　人生か・き・く・け・こがあります。

か/感謝
き/気配り・興味・希望
く/工夫・くよくよしない
け/健康・謙虚
こ/向上心・行動

です。会員一人ひとりがクラブにとって大切な存在
であることを自覚して、結束感に満ちたクラブにす
るため、会員のモチベ－ションを高めながらクラブ
を成功に導きます。
「元気印！君津ロ－タリ－クラブ。

D・E・I(デ・ア・イ)Diversity(ダイバ－シティ)
多様性、Equity(エクイティ)公平さ、Inclusion(イ
ンクル－ジョン)包摂性を大切にしてロ－タリ－
を楽しみながら活動をしよう。」

　昨年50周年を迎えました。この50年の歴史に感
謝して、新たな1歩を踏み出してゆきましょう。
2022-23のスタ－ト会員数56名です。出前教室・君
津駅前花壇整備・君津愛児園訪問・ロ－タリ－杯少
年野球大会・枝豆収穫祭・100年バンド慰問演奏・
米山留学生受け入れ、そして今年は、交換留学生の
受け入れと奉仕プロジェクトなどの予定も充実して
おります。皆様ご協力宜しくお願い致します。会員
増強もお力沿えお願い致します。

報　告

１．6月24日(金)フェアウェルパーティが開催され
ました。当クラブからは、前年度岡野会長、前
年度佐々木幹事、前年度鈴木ガバナー補佐、
2019-20年度RYLA委員長の黒岩会員が出席さ
れました。お疲れ様でした。

２．6月26日(日)、青少年交換認証式授与式が開催
されました。当クラブからは前年度青少年奉仕
委員会の秋元政寛委員長、今年度青少年奉仕委
員会の茂田委員長、カウンセラーの内山会員が
出席しました。お疲れ様でした。
同じく26日朝8時より50周年記念事業として寄
贈した「平和の時計」の竣工式が人見神社で行
われました。出席された会員の皆様、お疲れ様
でした。竣工式の様子は、Facebookに投稿さ
れていますので是非ご覧になって下さい。

３．7月2日(土)、世話クラブ・カウンセラーセミ
ナーが開催されました。当クラブからは、廣田
カウンセラーが出席されました。お疲れ様でし
た。

４．地区役員の委嘱状が小倉ガバナーより届いてお
ります。

社会奉仕委員会委員佐々木昭博会員

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．今年度年間プログラム
３．今年度委員会構成表
４．今年度バッチ
５．ガバナー月信(7月号)

P11　新ロータリアン掲載
(上野会員、藤田会員、常住会員)

〈報　告〉
１．7月5日(火)君津市福祉チャリティーゴルフ大会が開

催されます。
出席者：黒岩会員、佐々木会員、内藤会員、茂田

会員、木内会員
宜しくお願いします。

２．次週例会(7月11日(月))は夜間例会(慰労会)です。
点鐘18時
場所：ハミルトンホテル上総
出欠の変更は本日16時までとなっています。
以降、変更できませんので宜しくお願いします。
なお欠席に変更の場合は、キャンセル料が発生し
ますのでご了承下さい。

３．今年度甲府東との合同例会の日程が決まりまし
た。
10月29日(土)内容：劇団四季観賞：アラジン

場所：汐留
＊他、詳細ついては決まり次第ご連絡致します。



〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．直前会長・幹事慰労夜間例会の出欠について
４．日本赤十字社の募金について
 
ガバナー補佐就任挨拶

梶　暉芳ガバナー補佐

　ジェニファ－・Ｅ・ジョ－ン
ズ2022-23年度RI会長(カナダ出
身)は「IMAGINE ROTARY」と
の今年度のテ－マを掲げました
が、これは過去を考えるのでは
なく、未来に向かってロ－タリ活
動を楽しみながら奉仕活動に邁
進致しましょうとのメッセ－ジで
す。
　2022-2023年度第2790地区小倉ガバナ－は、DEIを
理解しつつ、元気で楽しいロータリ－の奉仕活動を心
掛け、「千葉から世界を変えていこう」と当地区のスロ
－ガンを掲げ活動することを提唱されました。そのた
めにも近隣グル－プとの活発な交流、地区内でのロ－
タリ－クラブ同士の交流を積極的に行うことを勧めて
おります。
　当グル－プでは、財団補助金を活用しての第5グル
－プ全体奉仕活動として、本年11月6日に開催予定の
東京湾アクアラインマラソンのゴ－ル付近にて、完走
された参加選手に木更津ロ－タリ－クラブ会員の農園
にて栽培されました冷凍ブル－ベリ－を提供し、完走
を称える活動を計画しております。これはロ－タリー活
動の広報活動の一翼を担えるものと考えております。
また当クラブも第5グル－プ内の他クラブとの合同例会
を積極的に計画し、大いに親善を深めながら楽しい有
意義なロータリ－活動を推進して頂けますようお願い
致します。
　昨年度揉めましたガバナ－補佐の指名につきまして
は、寒郡ガバナ－ノミニ－までは、各グル－プ内での
話し合いによる指名決定を尊重するとのお話です。
　2790地区内のグル－プ再編成につきましては、議論
が尽くされていない状況下で公表し混乱をまねきまし
たが、この件につきましては当分の間凍結するとのこ
とです。
　貴クラブの会員皆様方に置かれましては、来年6月
30日までの今年度任期中、第5グル－プガバナ－補佐
としての活動を支えて頂きたくお願い申し上げます。

予算報告
大川　裕士幹事

　本日の例会にて、今年度予算案について承認されま
したので、詳細につきましては本年度の活動計画書に
掲載致します。

親睦委員会
私の誕生日・記念日

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 本日より武田丸出航です。少々バ
タバタの船出でしたが、1歩ずつ
皆様とともに君津RCらしく元気な
活動をしてゆきます。1つお願い
があります。ニコニコBOXへの投
稿です。大事な資金源です。宜し
くお願い致します。ガバナー補佐
梶様、幹事平野様ようこそ君津RC
へおいで下さいました。次回お見
えになるときは、もっとスムーズ
な例会にしておきます。宜しくお
願い致します。

大川　裕士 梶ガバナー補佐様、平野様来訪あ
りがとうございます。会員皆様1
年間ご協力宜しくお願い致しま

上野健太郎
宮本　茂一
秋山　大輔
倉繁　　裕

2.
30.
48.
33.

7.
7.
7.
7.

17
18
19
24

H.
S.
S.
S.

S.
S.
H.

7月の誕生祝

川村　優子
小関　常雄
野中慎太郎

20.
36.
16.

7.
7.
7.

6
13
25

7月の私の記念日



す。
福田　順也 梶ガバナー補佐ようこそ君津ロー

タリークラブへ。いよいよ武田年
度始まりました。武田丸の出航で
す!!

大浦　芳弘 いよいよ新年度、武田会長年度が
始まりました。私は、武田会長の
下で副会長という大役を仰せつか
りました。微力ながら少しでもい
い活動が出来るように努力してま
いりますので、宜しくお願いしま
す。先週は、連日の猛暑でとにか
く暑かったですね。弊社でも軽い
熱中症で救急搬送して頂く事案が
発生しました。今週は台風の影響
で猛暑も一旦収まるようですが、
会員各店社でも熱中症対策の徹底
をお願いします。台風の影響がそ
れほどでもないことを願っていま
す。

岡野　　祐 今年度副SAAをやらせて頂きま
す。武田会長・大川幹事の元、頑
張ります。

佐々木昭博 武田、大川年度のスタートです!み
んなで盛り上げていきましょう。

鈴木　荘一 梶ガバナー補佐ご来訪ありがとう
ございます。武田会長1年ご指導
ご鞭撻の程宜しくお願いします。

秋元　直樹 梶暉芳ガバナー補佐ご来訪頂きあ
りがとうございました。今年度も
ロータリー活動を頑張ります。

篠塚　知美 今年度親睦委員会副委員長をやら
せて頂きます。宜しくお願い致し
ます。仕事のため途中退出させて
頂きます。

秋元　政寛 岡野直前会長お疲れ様でした。武
田会長、1年間宜しくお願いしま
す。

木内　髙茂 武田会長、1年間宜しくお願いし
ます。一生懸命頑張ります。

荒井潤一郎 武田年度の始まりです。今年度も
宜しくお願いします。

黒岩　靖之 2022-2023年度武田・大川丸の良
き船出を祝して!

藤田　章博 昨年度役員の皆様お疲れ様でし
た。今年度役員の皆様、改めまし
て宜しくお願い致します!!

吉野　和弘 本年度も宜しくお願い申し上げま
す。

常住　賢二 今週は少し暑さが遠のきました

が、台風が心配ですね。水害、風
害など起きませんように!

小幡　　倖 武田会長以下新年度役員の皆様1
年間宜しくお願い致します。でき
る限りの協力体制で臨みます。

中村　圭一 かずさマジックは、なんとかドー
ム出場を果たすことができまし
た。弊社の佐藤君も貢献でき喜ん
でいます。本日13時から壮行会が
ありますので、早退させていただ
きます。まずは19日、トヨタ戦の
必勝を!!

永嶌　嘉嗣 君津の誇るビッグママ武田さん会
長就任おめでとうございます。1
年間頑張って下さい。

野中慎太郎 新体制となりました。武田会長、
役員の皆様宜しくお願い致しま
す。

山内　雅夫 KDDIの通信障害、影響は大きい
ですね。設備入れ替えのタイミン
グで異常が発生したとのこと。
我々も修繕で設備の入れ替えを行
うこともあるので、万全の対応を
していかなければいけないと、改
めて感じました。今月から新体制
の下、ロータリー活動頑張りま
す。

石川　偉夫 皆さんこんにちは。7月度に入り
1年の折り返しになりましたね。
本当に1年間あっという間に感じ
ます。毎日、暑い日々が続きます
が、台風も近づいているようで
す。体調管理しっかりしないとで
すね。

谷　　浩司 いよいよ新年度が始まりました。
まだ役割が全て頭に入っていない
ので、きちんと把握し一つ一つ
しっかりと活動していきます。何
か抜けている所がありましたら指
導をお願いします。

髙橋　雄一 今年は、暑さも早く、台風も来て
ますね～。武田さん!!役員の皆さ
ん宜しくお願い致します。

松浦　広樹 新年度武田会長宜しくお願いしま
す。

倉繁　　裕 先週末からのKD社の通信トラブ
ル、特に通話機能の完全な復旧に
は未だ至っていません。これまで
に無かったものです。全国3900
万回線に影響があったとのことで



したが、影響が連鎖する範囲の最
小化など、システムの一層の信頼
性、盤石性の確保が急がれる所で
す。

宮本　茂一 誕生日祝いありがとうございま
す。

秋山　大輔 武田会長、1年間宜しくお願い致
します。

隈元　雅博 梶ガバナー補佐、平野幹事ようこ
そ君津RCへ。いよいよ武田丸の
スタートですね。武田船長の下、
会員一丸となり頑張ってまいりま
しょう!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!

北見　文子 大当たりありがとうございます。
藤代　公成 梅雨も明け猛暑日が続いています

が、暑さに負けない様に頑張りま
す。

廣田　二郎 武田丸の出航です。1年間宜しく
お願いします。

坂本　直樹 本日より新年度例会スタート致し
ます。今年度SAAを担当させて頂
きますので、皆様宜しくお願い致
します。

大森　俊介 本年度最初の例会。気持ち新たに
活動頑張ります。


