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平野 弘和様
（国際ロータリー第2790地区 グループ幹事）

孝彦様（袖ケ浦RC 会長）
貴志様（袖ケ浦RC 幹事）

袖ケ浦RC総勢会員 15名様、事務局様

学様(㈱アシスト 代表取締役)
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前々回の修正
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武田富士子 会長

本日は国際ロ－タリ－2790
地区 ガバナ－補佐梶睴芳様、
グル－プ幹事平野弘和様をお
迎えして、10月3日のガバナ－
公式訪問の際の予行練習を致
します。この訪問は、袖ケ浦
ロ－タリ－クラブさんとの合
同開催です。合同の例会、協
議会を開催致します。せっか
く合同での開催になりますので、合同ならではの催
しとしたいものです。君津の良さ、袖ケ浦さんの良
いところを互いに確認し、今後の活動の参考にして
いきたいですね。意見交換・質疑の時間も取ってお
ります。皆様、ご協力宜しくお願い致します。
国際ロータリー 会長
ガ バ ナ ー
ガ バ ナ ー 補 佐

ジェニファー・ジョーンズ
小 倉 純 夫
梶
暉 芳

2022.9.12

袖ケ浦RC 福原

（国際ロータリー第2790地区 ガバナー補佐）

安田

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

本日の会長報告が多かったのでこのくらいに致し
ます。元気印!君津ロ－タリクラブ。本日も楽しみ
ながら会を進めましょう!

武田富士子会長
君が代
奉仕の理想
廣田 二郎会員
梶
暉芳様

福原
鈴木

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ハミルトンホテル上総
Tel:0120-51-8365
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皆さんこんにちは！袖ケ浦
ロータリークラブ会長の福原
孝彦です。本日は君津ロータ
リークラブと袖ケ浦ロータ
リークラブとの合同例会で
す。ガバナー訪問を迎える前
のクラブ協議会もあります。
宜しくお願い致します。
また、10月9日に開催される
地区大会において、"私達は、ロータリーの「奉仕
の理念」に基づきロータリーを楽しみながら、地域
社会で、そして世界で持続可能なより良い未来を目
指して奉仕を実践し、行動してゆきます"と地区ビ
ジョンが発表される予定です。現在の世界状況を見
れば、経済的にも紛争、戦争が世界を混乱させてい
ます。一国の横暴的覇権主義が空を覆う、どす黒い
雲のようです。地区ビジョンの"より良い未来を目
指して"はまさしく、私達ロータリアンがより良い
未来を目指し、政治や軍隊とは違う奉仕活動を続け
てゆくことだと思います。そして覆いかぶさる雲を
少しでも払い除けたいものです。
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武田富士子 会長

１．第3回理事会が9月5日(月)に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
②9月26日(月)のランチメニューについて
11時より希望のランチメニュー(魚かお肉)で各自
食事を取り、例会に出席する。
③10月の行事について
＊ガバナー公式訪問のクラブ協議会では、青少年
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奉仕、社会奉仕、職業奉仕、親睦の各委員長よ
り活動について発表
＊親子枝豆収穫祭の開催方法
★コロナ禍のため収穫のみの開催
(豚汁等は提供しない)
★世界ポリデー啓蒙イベントとして、国際奉仕
委員会より冊子を配布し、活動をPRする。
★米山奨学生ウニバト君、青少年交換留学生の
リアさん、陶さんご招待
＊地区大会について
クラブから20名出席予定
君津駅北口よりバスで出発
(出席者に最終案内済み)
＊甲府東RCとの合同例会&懇親会
米山奨学生ウニバト君、青少年交換留学生のリ
アさんご招待
④親睦委員会より親睦活動について
＊4月の15日or22日に会員親睦活動として
モルックとお花見会を開催する。(日程調整中)
⑤RYLAセミナー実行委員推薦について
＊当クラブからは、黒岩会員、内藤会員が既に指
名されておりクラブからも推薦する。
⑥11月の周西中学校との花植えは年間予定通り、11
月21日(月)に実施予定
⑦坂田八幡神社祭礼費について
例年通り5,000円を協賛
⑧米山梅吉記念館賛助会員募集について、回覧実
施中
⑨その他：次回理事会は9月26日(月)
(10月3日(月)はガバナー公式訪問のため)
⑩事務局ブラインド劣化のため交換
(事務局知り合いより)
２．9月11日(日)野村進一様の叙勲受章祝賀会に、私(武
田会長)と大川幹事で出席してきました。
３．中野会員が、例会場の名前プレートを修繕してくだ
さいました。ありがとうございました。

幹

事

報

告
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裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラムおよびクラブ協議会プログラム
２．甲府東RCとの合同例会＆交流会の行程表
〈報 告〉
１．9月17日(土)に第2790地区財団セミナーが開催され
ます。

場所：TKPガーデンシティ千葉
点鐘：13時
出席：Zoom出席、武田会長・髙橋財団委員長
現地出席、大川幹事
宜しくお願いします。
２．次週9月19日(月)の例会は、祝日のため休会です。
お間違いないようお願い致します。
26日の例会について、ランチメニューの希望をお伝
え頂いていない方は、事務局までご連絡ください。
食事は11時～随時出来ます。
３．11月6日(日)第5グループ奉仕プロジェクトとして、
アクアラインマラソンにて参加ランナーに冷凍ブル
ーベリーを無料配布します。クラブより7名の参加を
募ります。ご協力頂ける方は、事務局 高島までご連
絡ください。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．9月26日(月)の例会、ランチメニュー希望
４．ガバナー公式訪問出欠について
５．甲府東RCとの合同例会の出欠について
６．親子枝豆収穫祭の出欠について
７．米山梅吉記念館賛助会の募集案内

ガバナー補佐挨拶
第5グループガバナー補佐
「君津・袖ケ浦ロータリークラブ合同クラブ協議会
出席のご挨拶と協議会総括」
木更津RC 梶 睴芳 ガバナー補佐
小倉ガバナーの10月3日の
公式訪問を控えての君津・袖
ケ浦ロータリークラブ合同ク
ラブ協議会の開催にあたりま
して、ご挨拶をさせて頂きま
す。
今年度当地区の小倉ガバ
ナーは、「元気で楽しいロー
タリークラブの奉仕活動を心
掛け、千葉から世界を変えてゆこう」との活動目標
を掲げてスタート致しました。本日は、小倉ガバ
ナーの活動方針をご理解頂きましての今年度の各ク
ラブの活動につきまして、忌憚のないご意見をお聞
かせ下さいますようお願い致します。

≪クラブ協議会の総括について≫
両クラブ共、
①会員相互の交流を深めるには
②クラブの奉仕活動を通して
③ロータリー活動を地域に広めるためには
以上3点につきまして、協議結果の発表がございま
した。
袖ケ浦ロータリークラブでは、各会員の記念日等
を会員で祝い、ニコニコBOXの発表は会員個人で
行い、親睦ゴルフ大会、旅行等を実施して会員相互
の親睦を深める事に努めております。
奉仕活動では少年野球大会の開催支援、貧困家
庭、シングルマザーを対象とした子供食堂の支援等
を地区補助金を活用して実施しておられますが、資
金面や行政関係との打ち合わせ等での様々な問題も
抱えておられ、大変に厳しい状況とお聞きしており
ますが、是非頑張って頂きたいと思います。
君津ロータリークラブでは、新入会員に対し例会時
に積極的に声掛けを行い、早く会員の輪の中に溶け
込めるように努力しておられるようで、新入会員が
安心して例会に臨むことが出来るよう環境を整えて
おられるようです。
国際理解と平和のために交換留学(志学館高校生
とインドの留学生)を17年ぶりに実施しておられる
ようですが、文化、言葉の壁等の点で受け入れ家庭
ではご苦労もあるかと思いますが、素晴らしい事で
す。
次に、市内の小中学生対象の企業人による出前授
業を実施して、子供達の視野を広げてあげたいとの
活動は大変素晴らしい事です。今年12月以降、月1
回の予定で実施したいとの計画ですが、成功されま
すことを心待ちに致しております。
市民の皆様から目に見える活動の一環として、中
学生との君津駅前の花壇の整備地管理、慈善活動と
してのクリスマス会、老人ホ－ムでの会員によるバ
ンド演奏会、ポリオに関する活動の告知等を活動の
中心に計画されておられるのは、嬉しい事でありま
す。

ニコニコＢＯＸ
武田富士子

本日、ガバナー補佐訪問でした。梶
補佐、平野グループ幹事、君津RC
はいかがでしたか。袖ケ浦RCさん
と合同です。10月3日にかけ公式訪
問に向け、袖ケ浦RCさんと再度打
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合せをして頑張ります。会員皆様の
協力はありがたいものです。感謝
です。10月3日も宜しくお願いしま
す。
梶ガバナー補佐様を始め多くのRC
会員の皆様、入会予定者の㈱アシス
ト 安田学様ご来訪ありがとうござ
います。10月3日に向けて力を合わ
せていきましょう。
梶ガバナー補佐、平野グループ幹
事、袖ケ浦ロータリークラブご一同
様ようこそ君津RCへ。合同例会、
ありがとうございました。
袖ケ浦RCの皆様、本日はお越し頂
きありがとうございます。私は、他
のクラブへの参加が少ないので近い
うちに伺いたいです。その際は宜し
くお願い致します。
袖ケ浦ロータリークラブの皆様よう
こそ君津ロータリークラブへ。前回
はZoomでしたが、顔を合わせなが
らの例会が出来る事、嬉しく思いま
す。今後とも宜しくお願い致しま
す。
袖ケ浦ロータリークラブの皆様よう
こそ君津ロータリークラブへ。
梶ガバナー補佐様、平野グループ幹
事様、安田学様、袖ケ浦RCの皆様
ようこそ君津ロータリークラブへ。
ご来訪頂きましてありがとうござい
ます。
少し気候も良くなってきましたが、
まだ暑い日が続くようです。熱中症
に気を付けていきましょう。
為替も1ドル142円台と円安が進み
物価も上昇していますが、銀行マン
として地域経済発展のため頑張りま
す。
ガバナー補佐 梶様、袖ケ浦ロータ
リークラブ 会長 福原様、袖ケ浦
ロータリークラブの皆様ようこそ!
君津ロータリークラブへ。宜しくお
願い致します。
袖ケ浦RCの皆様、梶ガバナー補佐
様ご来訪ありがとうございます。新
型iPhone14が発売されましたが、
日常的に必要なスマホとしての機能
については、大きな変化がなくなっ
てきている感があります。スマホだ
けで、例えば銀行預金を動かせる、
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新型コロナ接種予防が出来る等利便
性が高くなっていますが、そういっ
たアプリケーション側の開発に更に
期待したいところです。
梶ガバナー補佐様、袖ケ浦RCの皆
様、本日はご来訪ありがとうござい
ます。合同クラブ協議会、宜しくお
願い致します。
ガバナー補佐、幹事様、今日は宜し
くお願い致します。袖ケ浦RCの皆
様ようこそ君津RCへ。
袖ケ浦ロータリークラブの皆様、今
後とも宜しくお願いします!!
朝夕とだいぶ涼しくなりました。体
調管理には十分お気を付けくださ
い。
ガバナー補佐、幹事様、宜しくお願
い致します。袖ケ浦RCの皆様、お
世話になります。
梶ガバナー補佐様、本日はご来訪あ
りがとうございます。今後ともご指
導のほど宜しくお願いします。
梶ガバナー補佐、袖ケ浦ロータリー
クラブの皆様、本日は来訪ありがと
うございます。本日は宜しくお願い
します。
梶ガバナー補佐、袖ケ浦RCの皆
様、今日は宜しくお願いします。
袖ケ浦ロータリークラブの皆様よう
こそ君津ロータリークラブへ。本日
は合同例会宜しくお願い致します。
梶睴芳ガバナー補佐、袖ケ浦の皆様
ようこそ君津へ。本日は宜しくお願
い致します。
すっかり秋の陽気となりました。北
口の花壇の花も次の世代への切替を
待っている状況となりました。RC
活動の季節とも言えます。頑張りた
いと思っています。
梶ガバナー補佐、ご来訪ありがとう
ございます。袖ケ浦RCの皆さんよ
うこそ!!9月10日に高島屋君津支店
より高級グラスを入手して元米山奨
学生のフーチン君とフッ君に誕生日
プレゼントとして渡しました。ふた
りとも喜んでいました。
出張、身内の不幸などがあり、なか
なか出席出来ませんでしたが皆さん
のお顔が見れて改めて元気を貰いま
した。
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梶ガバナー補佐、袖ケ浦RCの皆様
本日はありがとうございました。
袖ケ浦RCの皆様、ようこそ君津RC
へ。これからも宜しくお願いしま
す。
本日の合同例会お疲れ様でした。ク
ラブ協議会も引続き宜しくお願いし
ます。
秋の気配が感じられる気候となって
来ました。皆さん風邪をひかないよ
う体調管理に気を付けましょう。袖
ケ浦RCの皆様ようこそ!
第2790地区ガバナー補佐 梶睴芳
様、グループ幹事 平野弘和様、袖
ケ浦RC会長 福原孝彦様、幹事 鈴
木貴志様、会員の皆様、株式会社ア
シスト 代表取締役 安田学様ようこ
そ君津RCへ。これからも共にロー
タリー活動を頑張りましょう!
合同例会お疲れ様でした。
坂田八幡神社の神輿、2年連続で中
止と残念でしたがお囃子と一緒の地
域回りお疲れ様でした。
所用のため早退します。

