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君津RC会長挨拶
武田富士子 会長

　君津RCの奉仕事業の親子体験枝豆収穫祭が開催
され、会員皆様のご協力にいつもながら感動しまし
た。ロ－タリ－の理念でもありますが、奉仕の心が
行動となり、ご参加くださり、協力くださる。あり
がたい事であり、本当に良い仲間と実感しておりま
す。感謝申し上げます。お疲れ様でした。ありがと
うございました。
　また、10月29日は甲府東RCさんとの合同例会で
す。皆様と一緒に楽しみたいですね。本日の例会前
に永嶌会員より甲府東さRCさんへ祝電を打ったか
と尋ねられました。何の事だろうと思ってしまい
ました。サッカーの天皇杯JFA第102回全日本サッ
カー選手権大会に、ヴァンフォーレ甲府さんが優勝
をされたとの事でした。J2-18位のヴァンフォーレ
甲府さんとJ1-3位のサンフレッチェ広島さんとの決
勝戦。1対1の同点で迎えたPK戦。そのPK戦を5対
4で勝利し優勝です。すごい事です。
　地元甲府のロータリクラブ、甲府東RCさん。
ヴァンフォーレ甲府さんの優勝を一緒に祝いたいと
思います。よろしくお願い致します。

報　告

１．10月8日(土)、9日(日)と第2790地区の地区大会が開
催されました。1日目は、大川幹事と私(武田会長)
が出席し、翌日の9日は君津RCより13名が出席しま
した。お疲れ様でした。
テーブルにお配りしたラスクは、地区大会のお土
産です。

２．10月15日(土)に親子体験枝豆収穫祭が開催されま
した。当クラブ会員家族34名、一般参加者29名、
招待者6名、総勢69名の参加でした。参加された会
員の皆様、お疲れ様でした。

３．10月20日(木)に第5グループ会長幹事会が開催され
ました。
私（武田会長）と大川幹事が出席してきました。後
程、大川幹事より報告をお願い致します。
また終了後に、第5グループ奉仕プロジェクト責任
者会議が開催され、大川幹事と秋元ゆかり会員が
出席しました。お疲れ様でした。

４．ホストファミリーの藤平会員へ補助金をお渡ししま
す。



５．公益財団法人ロータリー日本財団より、認証状及
びバッチが届いていますのでお渡しします。
マルチ・ポール・ハリスフェロー　＋3、4

大川裕士会員
新ポール・ハリスフェロー　　　　原田健夫会員
新ポール・ハリスフェロー　　　　大森俊介会員
新ポール・ハリスフェロー            中野賢二会員
新ポール・ハリスフェロー　　　　谷浩司会員　

　　　
幹　事　報　告

大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．四つのテスト(藤代会員より資料)
２．豆辞典(ロータリー米山記念奨学会)
３．ガバナー月信(Vol.13)
４．交換留学生　陶彩葉(すえいろは)さんよりマンス

リーレポート(訳：茂田会員)

〈報　告〉
１．10月29日(土)は甲府東RCとの合同例会及び交流会

です。11時5分ハミルトンホテル上総臨時駐車場集
合です。(ケーズデンキ前)
参加予定の方は、時間厳守でお願いします。(出発
は11時15分)
なお、当日の昼食はバス車内でお弁当を用意しま
す。
また、移動例会となりますので、10月31日(月)の例
会は休会となります。お間違いないようお願い致
します。

２．11月6日(日)に第5回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ランナーに冷凍ブルー
ベリーを配布します。
題して「ランナーに潤いを」

場所：旧木更津市役所庁舎西側駐車場
参加：武田会長・大川幹事・福田会員・大森会

員・内藤会員・秋元ゆかり会員・木内会員
よろしくお願いします。

３．11月7日(月)例会前11時30分より、第5回定例理事会

が開催されます。
理事・役員の方はご出席くださいますようお願い
致します。
また、11時より新入会員の入会説明会を開催しま
す。会長・幹事、R情報委員会、推薦者の方はご出
席ください。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．君津RC有志ゴルフ大会の案内
４．東日本大震災 希望の風 クリスマスオープン例会の

案内
５．スリランカの子供達へ緊急支援寄付のお願い

(1口：10,000円)
６．ロータリー冊子(英語版)

「第5グループ会長幹事会報告」
大川　裕士 幹事

　2022年10月20日(木)15時より東京ベイプラザホテ
ルにて行われました第3回会長幹事会の報告を致しま
す。
　出席者15名、平野G幹事の司会で始まりました。
　議題は2つで1.は合同奉仕プロジェクトであるアクア
ラインマラソンの確認について、2.は第2790地区第5G
情報研修会(案)についてです。
　1.についてはハーフマラソンとフルマラソンに担当を
分け君津RCは木更津・木更津東・富津中央・富津シ
ティRCとフルマラソン担当です。5クラブ27名でフル
マラソン参加ランナーにゴール後冷凍ブルーベリーを
配布する活動です。　当クラブからは武田会長・福田
会員・大森会員・内藤会員秋元ゆかり会員・木内会員
と大川の7名が参加予定です。　作業内容としまして
は冷凍ブルーベリーをパック詰めし、クーラーボックス
に保存、ゴール後テーブルに並べる事です。詳しい作
業内容・注意事項を例会後説明しますので、お残りく
ださい。
　2.については、11月26日(土)14時より東京ベイプラザ
ホテルにて「ロータリーを楽しもう」のテーマのもと柏
西RC水野晋治様を講師に迎え、ロータリー活動を通
して楽しんでいる事例発表をします。この事例発表を
受けてグループ討議し、討議結果の発表をして頂きま
す。閉会は17時の予定です。参加者は入会後5年未満
の会員5名程度と会長・幹事です。当クラブの対象者と
しまして秋元ゆかり会員・篠塚会員・川村優子会員・
秋元直樹会員・秋山大輔会員・外山さくら会員・福島
大介会員・木内会員にお願いしたいと考えています。
日程が確定しましたらご連絡致します。よろしくお願い
致します。



<報告>
・第5回ゴルフコンペを、2023年5月頃カメリアヒルズ
にて開催計画中です。
・会長・幹事会後の第5Ｇ合同プロジェクト責任者打ち
合せ会について
　出席者は秋元ゆかり会員と大川です。内容は奉仕作
業の詳細についてで、会長・幹事会での説明より詳し
い内容説明と質疑応答でした。
以上報告を終わります。

自　己　紹　介

株式会社アシスト
安田　学　会員

　この度ロータリークラブに
入会させて頂きました、株式
会社アシストの安田学と申し
ます。職業分類は、生命保険
となります。私は、昭和46年
生まれの51歳となります。
　弊社は、1970年に有限会社
安田鈑金として創業し、2009
年に社名を株式会社アシスト
に変更し、お陰様で創業52年となります。自動車
修理部門と8社の保険会社を取扱う保険部門の2部
門から成立っております。事故車修理から事故解決
までワンストップでのサービスで地域に貢献して参
りました。
　経営理念は、

『お客様の『困った』を全力でアシストし、お
客様に笑顔と感動をお届け！！
～ありがとうをアクア地域から発進～』

※弊社では私達のお客さまの多いアクアライン近隣
の、君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原
市の5市を総じてそう呼んでいます。

　弊社では、SDGsの観点から環境に優しい水性塗
料での塗装をしております。また、経営理念にもあ
ります、発信して行動を進めていこうという事で、
SNSでの集客もかなり取り組んでおります。ブロ
グやランディングページ、MEO対策、特にインス
タは約1万人のフォロワーがいて集客に力を入れて
おります。
　また、職業分類の生命保険は通常の医療保険や死
亡保険も取り扱っておりますが、3つのコンサルも
しております。
　1つ目は、国も『貯蓄から投資へ』という事で、
今年の４月より高校の授業でもお金の教育が始まり
ましたが、資産形成のためのマネーセミナーをして
おります。

　2つ目は、やはり国が取り組んでいる防災、減災
の事前対策としてのBCP事業継続力強化計画の策
定支援をしております。
　3つ目は、1級法人クレジットカード相談士とい
う資格を取りまして、クレジットカードを販売する
のではなく、法人クレジットカードの活用方法をア
ドバイスし、会社や社長の可処分所得を徹底的に増
やすアドバイスをしております。
　また、千葉県の保険代理店では取扱いがかなり少
ない障害者や病気のある人でないと加入出来ない医
療保険も取り扱っております。
　この様な形で地域の皆様に貢献でき、持続可能な
社会を実現するべく活動しております。
　これから一日も早くロータリーについての活動を
理解し、皆さんと活動出来たらと思っておりますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。

委員会報告
社会奉仕員会
枝豆収穫祭の報告

内藤　智介委員長

　社会奉仕委員会の内藤で
す。
　先日15日に行われた枝豆収
穫祭についてご報告させて頂
きます。
　当日は天気予報では曇りで
したが、実際には雨が降り準
備中に雨が強くなったり、地
面が雨で泥濘んだりで枝豆を
抜いたら解散かな？と早目の打切り等を考えたりと
非常に悩ましく思っておりましたが、実際に始まっ
てみると多少の雨も気にせずに皆さん夢中になって
枝豆を収穫しており予定通り最後まで行えたので
ホッと胸を撫で下ろした次第です。
　急なお願いで司会をして頂いた谷会員テントの
借り出しやポリオについてPRして頂いた平野委員
長、手洗いの水や使い捨てのシートなどを事前に用
意してくれた内山会員、道案内の看板等の設置に中
野会員と数えあげればキリがございませんが、参加
して頂いた皆様のには来客の受付やテント設営、駐
車場の誘導等多くのご協力のお陰で怪我人やトラブ
ルも無く収穫祭が出来て感謝しております。
　ご報告は以上です。ご協力ありがとうございまし
た。



公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友紹介」

倉繁　裕会員

横P5　RI会長メッセージ
ポリオに光を当てる：ポリオ
根絶に決意を新たにしたい
・今月は、世界ポリオデー(本

日、10月24)を迎える。ロー
タリー活動では、世界的な
規模でポリオ根絶を30年以
上にわたり主導して、ポリ
オ症例数を99.9％以上減ら
してきた。

・野生型ポリオウイルスが常在しているのは、世界
でパキスタンとアフガニスタンの2ケ国のみに。
ただ、楽観できる状況ではなく、過去数ケ月で、
イスラエル、イギリス、そして最近ではニュー
ヨークで、ポリオウイルスが検出されている。

・最も大切な事は今こそ、このウイルスを根絶する
必要があると決意を新たにする事。

　横P7　10月7日から1週間は、「ロータリー学友
参加推進週間」、10月は米山月間、元米山奨学生
の佐古ウスビさん(周順圭さん)の話を伺う。
　横P8　佐古ウスビさん；西アフリカ・マリ出
身、元米山奨学生、日本国籍を取得、現在教育者、
ロータリアン
　私、空気を読みません：日本の多様化には、先入
観を排して外国人、異文化を受入れることが大事
・マリでは、高校卒業時に成績が良ければ、国費で

留学生として海外に行けるが行先は選べない。ま
ず、中国に行き、その後日本に渡った。

・1991年に来日、米山記念奨学生に挑戦、世話ク
ラブは京都北RC。(その後、2019年に会員になっ
た)

・2018年～2022年3月まで、京都精華大学学長。ア
フリカ系として初の日本の大学の学長に。

・先入観でみていませんか？；日本社会と日本人
が、ロータリーと同様に異文化や外国人を受入れ
ているか、はなはだ疑問。外国人には部屋を貸さ
ないなど、先入観で判断している。

・空気を言い訳にしてはいけません；日本人独特の
性質の1つがテンプレート化。日本の教育もシス
テム化した流れの中で、学校が評価するのは進学
率、就職率。日本人も各々が個性を持っている。
よく空気を読むというが、多くの場合、空気を読
んでいるふりをしているだけ。テンプレート化さ
れたその場の空気に助けられている、或いは空気

に逃げている。
・マリ人として日本に生きる；日本国籍を持った

が、重要なのは日本のフレームの中に収まり、空
気が読めるようになる事では決してない。日本
に来た事で自分自身を発見でき、もっとマリ人に
なる事が出来た。個人としての文化を持っている
と同時に日本社会の一員、これが多様性。日本の
多様化には外国人がもつ固有の文化を重んじなが
ら、全員で日本社会を形成していく事が大切。

縦P4　デジタル時代の企業改革が会社と地域を変
える　つづく代表取締役　井領明広さん
　デジタル化には、経営者が大きなゴールを定め
て、小さなことから始める、結果として考える時間
ができる。
・2013年NTTデータに就職。その後会計システム

ベンチャー企業に転職。従業員50人から500人に
成長し上場。

・地方でデジタルに詳しい人材が増えないと社会は
変わらないとの思いに至って、2017年に長野県で
IT支援会社を立上げ、現在起業後6年目。

・地場企業だけでなく、行政、金融機関も悩んでお
り、そういう人、企業と一緒になってデジタル化
を進める事に焦点を置いている

・多方面で変化が大きい、在宅勤務やオンライン
会議も一般化。急激な変化に対応し続けるための
時間を生むためにデジタル化が必要。DXとは、
D；ITの力を借りる、X；過去の方法を変革、働
き方を変える意味。

・長野県の小さな豆腐店では、年間750時間事務作
業していた。デジタル化によって、受注処理から
会計処理、確定申告まで、クラウド型会計システ
ムを導入して、600時間削減。毎週決算出来る、
商品開発出来る、考える時間(暇な時間)が出来
た。

・大規模レタス農家では、月の内7日間、勤務時
間、給与計算に費やしていた。クラウド型勤怠シ
ステム、給与計算システムを導入した。会社に来
たら、壁に掛かっているICカードを読取り機にか
ざすことで出退勤記録。

・システム導入がうまくいかない事態がなぜ発生
するか？担当者が30年使い慣れたエクセルが早く
対処出来るというパターンがある。要因は、誰も
はっきりと指摘しないが、働く人の心や働き方が
止まっている事。経営者からの熱いメッセージ、
従業員に教える努力、これは必要。

・ステップの1つ目は大きなゴールを決める事。2
つ目は中くらいのゴールを決める事。3つ目は山
の登り方、ルートを決める事。4つ目は小さな事
から進める事。但し、大きなゴールは経営者が考
えなければならない。



親睦委員会
私の記念日・誕生日

挨拶
外部卓話地区委員

山藤　利夫様

　奨学生(当会所属)の卓話で
は、大変お世話になりまし
た。
　例会で今まで参加させて頂
いたクラブでは、No.1の暖か
いおもてなし、本当にありが
とうございました。
　富里の地からウニバト君と

大森　敏隆
茂田　秀和
伊藤　　彰
吉野　和弘
川名　正志
原田　健夫
宮嵜　　慎
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46.

10.
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S.
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H.
H.
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S.
H.
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10月の誕生祝

大森　敏隆
松浦　広樹
福島　大介
荒井潤一郎
中村　圭一
岡野　　祐
大森　俊介
坂本　直樹
中野　賢二

7.
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2.
58.
14.
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11.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

1
5
5
6
8
14
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31

10月の私の記念日

道中いろいろお話をさせてもらい、奨学生の立場で
日本での生活、大変な不安もあると思います。これ
からも、国を超えてロータリアンとして、支援させ
てもらいます。感謝！

外部卓話
「日本と三つのモンゴル～多元的アイデンティティ
に注目して」

米山奨学生　ウニバト様

1．三つのモンゴル
　13世紀以来、モンゴル高原
の主人公であったモンゴル人
達にとって、20世紀とは同
胞が明確な国境によってロシ
ア、モンゴル国、中国の3つの
国に分断された時代でした(小
長谷2004)。モンゴルという国
が、ロシアと中国に挟まれた
場所に位置している事は世界中の多くの人々に知ら
れていますが、モンゴル人がロシア、モンゴル、中
国に分断されている事については、あまり知られて
いませんでした。日本に来てから「あ、モンゴル
か、朝青龍のふるさとから来たのか」と、よく聞か
れたものです(フスレ2002)。
　1911年12月、モンゴルのイへフレー(現在のウラ
ンバートル)で「独立宣言」を発表し、内モンゴル
の49ホショー(モンゴル人の伝統的な行政単位)のう
ち、35 ホショーがモンゴル国との合流を表明しま
した。1919 年に行われたブリヤート・モンゴル、
ハモンゴル国、内モンゴルを一つの「モンゴル国」
として成立させる事を目的としました。いわゆる、
大モンゴル国建設運動は、モンゴル全体の統一を
図った一つの挑戦でありました。しかし、半世紀近
くにわたる努力とさまざまな試みを経て、結局、
モンゴル(現在のモンゴル国)は独立を果たしました
が、内モンゴルとブリヤート・モンゴルはそれぞ
れ中国とロシアの支配下に置かれました。21世紀
の現在、モンゴル国はモンゴル人の唯一の国家と
しており、国土面積は156.65万km2、人口は300万
人に及びます。中国領内の内モンゴル自治区の面積
は118.3 万km2、人口2400万人のうち、 モンゴル人
は約430万人です。内モンゴル周辺地域を合わせて
モンゴル人は600万人を超えています。ロシアのブ
リヤート・モンゴルは面積35.12万km2であり、バ
イカル湖の東部と南部を占め、合計は約50万人で
す。3か国に居住するモンゴル人は950万人を超え
ています。(フスレ2002)
　モンゴル国では遊牧による牧畜生産が行われてお



り、ゲルに居住しています。内モンゴルとブリャー
ト・モンゴルでは中央政府の定住化政策により遊牧
民が定住化され、定住牧畜生産が行われています。
居住形式は固定家屋です。

モンゴル国遊牧民のゲル(2014年7月)

内モンゴル牧畜民の固定家屋(2021年9月)

2．共通の文化
　モンゴル語という言語に関しては、前述した三つ
のモンゴルで共通しています。文字は横書きのキリ
ルと伝統的な縦描きの文字があります。内モンゴル
では伝統的な縦描きの文字が使われています。モン
ゴル国とブリャートでは横書きのキリル文字が使わ
れています。内モンゴルでは、移住してきた漢人が
圧倒的に多数となっている状況と2020年9月から実
施された言語政策等によりモンゴル語教育が危機に
陥っている状態ですが、モンゴル人は母語を守るた
めの努力をしています。また、モンゴル国は2025
年まで伝統的な縦描きの文字を全国で普及するため
の努力をしています。三つのモンゴルで言語のほか
に遊牧生産から生まれた文化は共通しており、例え
ば、伝統的な祭りであるナーダムが三つのモンゴル
すべてで行われています。ナーダムではモンゴルを
代表する3競技「競馬」「相撲」「弓」の技術を競
います。
3．相違のアイデンティティ
　モンゴル人達は三つの国家国民であるため、彼ら
の自己認識であるアイデンティティは若干相違点が
見られるようなっています。
　このことについては日本のモンゴル学者である楊

海英は以下の通り語っています。「内モンゴルのモ
ンゴル人は国籍上で仕方なく中国国民とならざるを
得ないが、祖国はモンゴル国だ、という信念を抱く
人々が多い。地理学上の内モンゴルは私たち内モン
ゴル人の故郷であるが、中国を祖国とみなすには、
違和感をおぼえる(楊2013)」という。
　しかしながら、ケンブリッジ大の人類学者である
ボラグはモンゴル国の人たちが内モンゴル人の見方
を以下に通り語っています。「モンゴル国の人々は
内モンゴル人を同じ「モンゴル民族」だとはみなし
てこなかった」(Bulag2017)と、また内モンゴルに
おける歌の歌詞の中でも「モンゴルの人たちは僕た
ちを「ホジャー」と呼ぶ」等、「ホジャー」という
のはほかの人に対する蔑視です(島村2021)。モンゴ
ル国の人たちはモンゴル国以外の特に内モンゴル人
達を他者としてみなすニュアンスが込められていま
す。しかし、内モンゴル人達は漢人へ同化の拒否や
モンゴル国への愛着を表明しています。
4．在日モンゴル人とアイデンティティ
　20世紀前半、日本とモンゴルは密接な関係を
もっていました。その後、1980年代、90年代以来
日本と三つのモンゴルとの交流は再開されました。
歴史などの関係で、今まで内モンゴル人の留学人数
が一番多い国の一つは日本です。内モンゴル人に
とって日本は「第二の故郷」とも言われています。
　日本に生活している私達は、「モンゴル民族文化
基金会」の行われているイベントの一環として、在
日モンゴル人の子ども達とモンゴル文化に興味があ
る子ども達を対象に「モンゴルのことを考えてもら
う」という目的で、2021年6月から「Mini mongol」
絵をかいてみよう」イベントを企画してまいりまし
た。2022年10月時点では2回目行われるようになっ
ています。結果としては、2021年度は89名子ども
が参加しており、2022年度は61名の子どもが参加
しました。
引用文献：
フスレ(2002)『三つのモンゴル、わたしの日本人と
のであい』、『守屋留学生交流協会奨学生の記』
小長谷有紀(2004)『モンゴルの二十世紀』社会主義
を生きた人びとの証言』、中央公論新社
島村 一平(2021)『ヒップホップ・モンゴルリ
ア』、青士社
楊海英(2009)『墓標なき草原・内モンゴルにおける
文化大革命(上)』、岩波書店
Bulag, Uradyn. E. (2017) Nationalism and Hybridity 
in Mongolia. Oxford New York : Clarendon Press.
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武田富士子 15日の枝豆収穫祭お疲れ様でした。
あいにくの天候で開催が危ぶまれま
したが、実施でき良かったです。枝
豆もとても美味しくて孫たちが大喜
びでした。9日の地区大会の高橋英
樹さんの講演とても良かったです
よ。木更津生まれで、現在俳優、
MCと活躍をなさっている誰しもが
知っている方なのです。聞きこたえ
がありました。面白かったです。そ
して金券チケットが入っており、そ
れを利用してのお土産です。充実し
た一日でした。

大川　裕士 気候もだんだんと秋めき、気候の変
動も大きくなって来ました。体調管
理に気を付けたいと思います。米山
記念奨学会委員会委員山藤様ご来訪
ありがとうございます。ウニバト様
卓話ありがとうございます。

岡野　　祐 結婚20周年になりました。20年は
磁器婚式と言い、記念に磁器のお皿
をあげるよ!と言ったら、妻にいら
ない!と言われました。

廣田　二郎 山藤様、米山奨学生のウニバト君の
卓話のアテンドありがとうございま
す。ウニバト君、昨年より卓話うま
くなりましたね?ガバナー公式訪問
の写真ありがとうございます。

大森　俊介 記念日の花頂きました。ありがとう
ございました。安田会員、すでにク
ラブに溶け込んでいますが、改めて
宜しくお願いします。

吉野　和弘 誕生祝いありがとうございます。
秋元ゆかり 皆様こんにちは。今月お誕生日・記

念日の皆様おめでとうございます。
安田会員、これからも宜しくお願い
致します。

大森　敏隆 東京地区の兼務となり、なかなか出
席出来ず申し訳ありません。朝夕寒
くなってきっました。皆様、体調に
は十分お気を付けください。

隈元　雅博 2790地区米山記念奨学委員会山藤
利夫様ようこそ君津RCへ。枝豆収
穫祭に参加された皆様、お疲れ様で
した。これからもロータリー活動頑
張ります。

福田　順也 ウニバトさん卓話ありがとうざいま
した。

藤田　章博 倉繁会員、ロータリーの友紹介あり
がとうございました!ウニバト君、
外部卓話ありがとうございました!
安田会員、今後とも宜しくお願い致
します!

藤代　公成 今月1ドル150円を付け、円安が続
く日々。円安に伴う物価高に負けな
い様に頑張ります。

安田　　学 枝豆収穫祭参加により枝豆を食べる
のが一段と美味しく感じるようにな
りました。

原田　健夫 すっかり寒くなってきましたね。今
年も残すところ2ヶ月。RC活動の季
節です。皆さん、頑張りましょう!

坂本　直樹 今朝、記念日のお花を頂きました。
いつもありがとうございます。

大浦　芳弘 本10月はガバナー公式訪問から始
まり、主要行事目白押しの月でした
が、すでに先週末の枝豆収穫祭まで
計画通りに開催出来ました。残すは
今週末の甲府ロータリークラブとの
合同例会となります。屋内での行事
とはいえ、秋のすがすがしい青空の
下での開催となりますよう祈念致し
ます。引き続きロータリークラブに
注力します。

小幡　　倖 昨日マスクを外して鴨川の田園、海
岸でウォークラリーをしてきまし
た。久し振りの清々しさを味わいま
した。山藤地区委員長様ようこそ。
宜しくお願いします。写真頂きまし
た。

中野　賢二 今日から作業着を冬物に変えまし
た。明日にかけてもっと冷え込むそ
うです。皆さん、お体にお気遣いく
ださい。

伊藤　　彰 すっかり寒くなってきました。コロ
ナもさることながらインフルエンザ
にも注意していかなければなりませ
んね。

秋山　大輔 先日は枝豆収穫祭お疲れ様でした。
ウニバト君、貴重な卓話ありがとう
ございました。

茂田　秀和 誕生日のお祝いありがとうございま
す。52才になりましたが、今がお金
のかかる人生のピークです。上の娘
が大学4年生一人暮らし、次女が大
学2年でアメリカ留学中…しかも円
安!長男が高校2年生…もう少しお父
ちゃん頑張ります。



野中慎太郎 昨日は世界ポリオデー啓蒙イベント
に参加。地区社会奉仕委員の方々お
疲れ様でした。

谷　　浩司 山藤様、本日はようこそ君津ロータ
リークラブへ。本日は米山奨学生の
ウニバト君の卓話でしたが、米山月
間でもあります。今後とも米山記念
奨学生へのご協力を引き続きお願い
します。

永嶌　嘉嗣 ガバナー公式訪問の写真頂きまし
た。ウニバト君、卓話ありがとうご
ざいました。

内藤　智介 先日の15日に枝豆収穫祭にご参加及
びご協力ありがとうございます。無
事に出来た事に感謝です。

内山貴美子 ガバナー公式訪問の写真ありがとう
ございました。

倉繁　　裕 15日の枝豆収穫祭、皆様お疲れ様で
した。"小糸在来"品種の香り高く、
深みのある味を会社のメンバーにも
賞味してもらうことが出来ました。

馬場　孝弘 日々冬が近づいています。寒暖の差
が大きく体をこわしやすい季節で
す。体調には気を付けていきましょ
う。

髙橋　雄一 皆様、お世話になります。席替え抽
選当たってしまいました。ありがと
うございます。

黒岩　靖之 ガバナー公式訪問の写真頂きまし
た。

鈴木　荘一 肌寒い日が続きます。お体ご自愛下
さい。私事で大変お世話になりまし
た。心より感謝申し上げます。

宮本　茂一 写真頂きました!!山藤利夫様、よう
こそ君津ロータリークラブへ!!

常住　賢二 土曜日にインフルエンザの予防接種
をしました。寒暖差が激しくなって
きましたので新型コロナ、インフル
エンザに注意しましょう。



親子体験枝豆収穫祭の様子（R4.10.15）




