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会長挨拶はロ－タリ－を語れと教えられました。
何を語ったら良いのかふと考えました。7月号のガ
バナー月信の2022-23研修リ－ダ－得居パストガバ
ナーのご挨拶文のところに目がゆきました。その中
の1912年ノーベル生理学・医学賞受賞者アレキシ
ン・カレルの読み継がれている全世界1000万部を
突破したベストセラ－「人間この未知なるもの」の
中で、「筋肉は活動すればするほど発達する。器官
は使われないと退化する。筋肉や器官と同じように
知能と道徳も訓練が不足すると退化する。」と言っ
ていますと、1935年の発刊ですが今も色褪せる事
のない真理をといていると書いてありました。
例会においても親睦を通じて、自己研鑽を遂げ、
道徳心を高揚させて徳性と品格を高め、職業の質、
職業倫理の向上を図り、「超我の奉仕」と「最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる」の標語の下
に、「自己と利他とが調和された理想社会」の現実
を目指す実践的倫理運動であるロ－タリ－が職業奉
仕を繰り返し、繰り返し呼びかけているその理由は
ここにあると書いてありました。
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得居さんの職業奉仕の理念はこの事なのかもしれ
ませんが、我がクラブの職業奉仕の実施活動とは
違っていますが、私は君津ロ－タリ－クラブの職業
奉仕活動は誇るべき奉仕活動だと言えると自負して
いますし、社会奉仕活動も頭が下がります。
また、今年は交換留学生の支援も実施致します。
本当に皆様の奉仕の心に感謝です。
皆様のご協力宜しくお願い致します。

報
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１．第1回理事会が7月4日(月)に開催されましたの
で報告を致します。
①本年度の会費について(1ドル=136円）＊承認
上期年会費
85,000円
RI分担金(36ドル) 
4,964円
地区分担金
12,575円
グループ分担金
3,500円
R財団寄付(75ドル)
10,200円
R財団寄付/ポリオ(15ドル)
2,040円
米山奨学会(普通寄付)
5,500円
米山奨学会(特別寄付)
2,000円
ロータリーの友
1,650円
周年特別基金
8,000円
青少年交換事業基金
2,000円
合 計
137,429円
下期年会費
85,000円
RI分担金(35ドル) 
4,828円
地区分担金
12,590円
グループ分担金
2,500円
Ｒ財団寄付(75ドル)
10,200円
Ｒ財団寄付/ポリオ(15ドル)
2,040円
米山奨学会(普通寄付)
2,000円
米山奨学会(特別寄付)
5,500円
ロータリーの友
1,650円
周年特別基金
8,000円
青少年交換事業基金
2,000円
合 計
136,308円
＊但し下期はレートの変動により若干の変更あり
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②2021-22年度決算書及び2022-23年度予算書
について
＊異議なし
③取り引き先、銀行指定について
千葉銀行 君津支店(会計：藤代会員)
④会計監査の選任について(2022-23年度)
京葉銀行
野中会員
前年度幹事 佐々木会員
⑤今後の例会について
月1回ハミルトンホテル上総にて食事の提供
他、今まで通りY＆Sのお弁当
コーヒーの提供(但しセルフ)
⑥秋元秀夫会員退会及び名誉会員について
秋元秀夫会員より、6月末で退会希望。
承認し、名誉会員として登録。
＊引き続きロータリーの友は送付する
⑦ガバナーノミニー・デジグネート推薦につい
て
＊現時点では推薦者なし。
提出期限は9月2日(金)
⑧コピー機について
トータルサービス契約期間満了だが、保守
契約可能な期間は引き続き現在のコピー機で
リース契約を継続する。
⑨ガバナー補佐訪問日について
(ガバナー公式訪問2週間前)
9月12日(月)袖ケ浦RCとの合同例会
(クラブ協議会開催)
発表者は選抜してクラブの奉仕活動について
発表して頂く。
⑩ガバナー公式訪問について
10月3日(月)袖ケ浦RCと合同で開催
当日の内容については袖ケ浦RCと協議中
場所：ハミルトンホテル上総
食事：12時～
例会：点鐘12時30分
クラブ協議会：14時～15時30分
会員の皆様、ご出席下さいますようお願い致
します。
⑪甲府東RCとの合同例会について
開催日：10月29日(土)
＊劇団四季「アラジン」観賞
場所：汐留
⑫君津地方中学校英語スピーチコンテスト後援
について
例年通り10,000円の協賛
⑬令和4年度千葉県「ダメ。ゼッタイ。」
国連支援募金の協力について
7月中の例会にて受付に募金箱を設置します。
本日例会終了後、ご協力をお願い致します。

⑭その他
1.事務局携帯使用料
通話分2,000円クラブ負担
2.次回理事会開催について
日時：8月1日(月) 例会前11時30分～
場所：ハミルトンホテル上総3階
２．7月5日(火)君津市福祉チャリティーゴルフ大会
が開催されました。
当クラブからは黒岩会員、佐々木会員、内藤会
員が参加されました。お疲れ様でした。
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〈配布物〉
１．例会プログラム(裏面懇親会プログラム)
〈報 告〉
１．次週例会は祝日(海の日)で休会です。
  次回例会は7月25日(月)です。
  お間違いのないようお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報及び第5グループ週報は次回例会にて
  回覧致します。

パスト会長章の贈呈

武田富士子会長

交換留学生スピーチ
「インド派遣への期待と感謝」

陶

彩葉様

ナマステ、こんばんは。
今度インドのプネーに派遣させて頂く、志学館高等
部3年の陶彩葉です。インド派遣へのチャンスを下さ
り、支援して頂いた事、とても感謝しています。ありが
とうございます。
私は中学生の時から高校留学に憧れていて、2年前
の高校1年生の時にロータリー青少年交換プログラム
に申し込みをして派遣候補生にして頂きました。しか
し、予定していた2年生の時はコロナウイルスの影響で
中止になってしまい、代わりにバーチャル交流をさせ
て頂きました。バーチャル交流は、週に一度オンライ
ンでビデオ電話をするプログラムで、アメリカのサマン
サちゃん、イタリアのエマちゃんと1年間話しました 。
オンラインという事で難しいこともありましたが、エマ
ちゃんとは特に仲良くなり、学校の話や好きな韓国ド
ラマの話、社会問題についてまで話せるようになりま
した。エマちゃんとサマンサちゃんの話を聞いていると
海外の生活はどんな感じだろう、学校はどうかなと興
味が湧き、直接海外に行きたいという気持ちがより強
くなりました。
また、直接の派遣が1年延期されたことで、行く国
について沢山考える時間が出来ました。初めはアメリ
カに行きたいと思っていましたが、英語以外の多様な
言語が話されている環境、多言語な環境に浸ってみた
い、という気持ちもあり、多言語が話される国を探そう
と思いました。そんな時、インドに行った方からお話を
聞く機会があり、ほとんどの人が3言語以上を操ると聞
いて、とても面白いと感じました。子供の頃からインド
カレーが好きだったり、ヨガや民族衣装のサリーにも興
味があった事から、インドに行く事を本格的に考えるよ
うになりました。それから自分自身でインドについて調
べていくうちに、インドでの学校、生活、文化等知りた
いことが沢山出てきました。インターネットを駆使して
調べていましたが、やはり文字からでは伝わらない 、
現地での生活を通してでしか分からない事があるので
はないかと思い、インドでの生活が更に夢になりまし
た。この思いは強くなる一方で、ヒンディー語やスパイ
スについても勉強するようになりました。
派遣先のインドでは日本の文化を伝えたいと思って
います。まずは日本の事を知って話せるようにしよう
と思っていて、着付け、花道、お琴等を習っていまし
た。部活では日本の武道である剣道部に入り、弱いで
すが初段を取ることが出来ました。私が今やっている
日本文化の中で、特に茶道に魅力を感じているので、
インドでは茶道をお伝えしたいと思っています。茶道
では、お茶をおもてなしする為に色々な道具を用いま

す。作法も道具の種類によって違うところがあります。
インドへは色紙箪笥というお茶道具を持っていこうと
思っています。色紙箪笥というのは、色紙ほどの大き
さで、持ち運びやすく、略手前のお道具の中でも茶室
の雰囲気をよく感じられるという事で先生が譲って下
さいました。なので、今は色紙箪笥のお点前を猛特訓
しています。インドで日本のお抹茶が受け入れられる
か分かりませんが、お茶を振る舞いたいと思います。
インドのホストファミリーが決まり、ビデオ電話等も
してインドの事を少し教えて貰いました。最初の家族
はおばあさん、お父さん、お母さん、お姉さん、お兄さ
んの5人家族です。とても仲が良さそうな家族なので、
私も一員になれる事がとても楽しみです。また、オン
ラインでプネーのロータリークラブ主催のヒンディー語
講座が始まり、少しずつ言えることが増えてきて嬉し
いです。プネーには、私のような派遣生がブラジルや
ヨーロッパ等から数十人もいるようなので、色々な国の
お友達が出来る事も期待しています。
インド派遣まで残り1か月を切りましたが、今は不安
というよりどきどきわくわくで仕方ありません。インド
では沢山おしゃべりをしてインド文化に沢山触れたい
です。大好きなインドカレーも家族と一緒に作って自
分でも作れるようになりたいと思っています。皆様にも
マンスリーレポートや帰国後の報告でお伝え出来れば
と思っておりますので、これからもどうぞ宜しくお願い
します。改めまして、本当に貴重な機会を頂きありがと
うございます。いってきま〜す♪
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陶さん本日はようこそです。留学
も間近に迫って来ております。米
山奨学生のウニバトさんは日本で
の生活の先輩です。本日は同席し
ていますのでアドバイス等聞いて
みて下さい。
陶家の皆様、米山奨学生ウニバト
様ご来訪ありがとうございます。
彩葉(いろは)様、ご健康とご活躍
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をお祈りしますと共に、新しい出
会いと挑戦にエールを送ります。
Enjoy your new challenge!!
岡野会長、佐々木幹事一年間お疲
れ様でした。この一年は色々な事
が沢山ありました。貴重な一年で
した。感謝しています。
本日は直前会長幹事慰労会と言う
事でありがとうございます。陶さ
んご家族もご来訪ありがとうござ
います。楽しんで行って下さい。
武田年度が始まって初の参加とな
ります。先週早々に欠席してしま
い、申し訳ありません。また本日
も早退となり、申し訳ありませ
ん。ここ最近またコロナ禍も新規
感染者数が増し、新たな亜種BA.5
がこの地球にも蔓延し始めている
のかなと思いますが、重症率は高
くないようなので適度に感染防止
を継続しながら日常を取り戻して
いきたいと思います。
先日、2021-2022地区委員会の慰
労会に参加してきました。梶原パ
ストガバナー、小倉ガバナー、鵜
沢ガバナーエレクト、寒郡ガバ
ナーノミニーと楽しく語らう事が
出来ました。想像していた以上に
勉強にもなる一時を過ごす事が出
来ました。ありがとうございまし
た。
記念日のお花頂きました。ありが
とうございます。
陶さん、ご家族ようこそ君津RC
へ。
暑さが続きます。各店社における
熱中症対策を万全にお願いしま
す。ロータリー活動頑張ります。
今日の例会の後の夜間例会は年末
までないようなので、是非懇親を
深め楽しんで下さい。
陶彩葉さん、ご家族様本日のご参
加ありがとうございます。一年間
インドでのご活躍をお祈りしま
す。世界平和実現に向けて親交を
深めてきて下さい。
陶彩葉様ようこそ君津RCへ。貴重
なお話ありがとうございました。
ナマステ!!彩葉ちゃんナイスス
ピーチです。インドでも持ち前の
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明るさで楽しんできて下さい。
岡野直前会長、佐々木直前幹事お
疲れ様でした。武田会長、大川幹
事宜しくお願い致します。来週19
日の都市対抗野球、かずさマジッ
ク対トヨタ戦、応援に行く予定で
す。力をフルに発揮して勝ち進む
事を願っています。
またコロナが増えてきており7波
になりそうですネ。早く日常の生
活に戻りたいです。
陶さん、ご家族、ウニバト君よう
こそ君津RCへ。彩葉さんインド留
学でのご活躍をお祈り申し上げま
す。
陶さんご家族ようこそ君津RCへ。
彩葉さんインドへの留学頑張って
下さい。
岡野直前会長を初めとする前体制
役員の皆様、大変ご苦労様でし
た。特に50周年の大行事は大きな
プレッシャーだったと思います。
立派な行事にして頂きありがとう
ございました。
岡野直前会長、佐々木直前幹事一
年間お疲れ様でした。陶さんイン
ドで頑張って下さい。
本日は陶様ご家族一同、来訪頂き
ましてありがとうございました。
インドで精一杯沢山の事を学んで
下さい。7/19はマジック初戦で
す。皆で応援しましょう。
陶さん本日はありがとうございま
す。岡野さん、佐々木さん本当に
一年間お疲れ様でした。
今日も暑かったですね。早くビー
ル飲みたいです。
武田会長、大川幹事、役員皆様一
年間宜しくお願いします。岡野直
前会長、直前役員皆様ご苦労様で
した。
陶さん本日はスピーチありがとう
ございました。留学生活を楽しん
で学び、日本とインドを繋ぐ架け
橋を作って下さい!期待していま
す!ウニバト君本日は来訪ありがと
うございます!皆様、武田年度も頑
張りましょう。
陶さんスピーチありがとうござい
ます。
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陶彩葉様スピーチありがとうござ
いました。インドへ行って楽しみ
ながらも様々な経験を積んできて
下さい!!帰国後の元気な姿を見れ
る事を楽しみにしています。
彩葉さんインド留学頑張って下さ
い。
皆様こんにちは。今日は直前会
長、幹事慰労会で司会進行を務め
させて頂きます。宜しくお願い致
します。
岡野直前会長、佐々木直前幹事お
疲れ様でした。本日は所用で欠席
させて頂きます。
大変申し訳ございませんが、本日
は欠席させて頂きます。岡野前年
度会長、前年度役員の皆様お疲れ
様でした。

会長幹事慰労会の様子 (R4.7.11)

