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会　長　挨　拶
武田富士子 会長

＜甲府東RC交流年表＞
　2022-2023年度　武田年度(大川)
　　10/29	 劇団四季「アラジン」鑑賞
　　	 	 ザ・ロイヤルパークHアイコノック
　　	 	 汐留にて合同例会
　2021-2022年度　岡野年度(佐々木)
　　4/23	 君津RC50周年記念式典
　2020-2021年度　荒井年度(福田)
　　4/17	 富士山世界遺産センターと
	 	 地ビールレストラン
　2019-2020年度　内山年度(武田)
　　11/2	 米山梅吉記念館見学等
　2018-2019年度　永嶌年度(岡野)
　　5/25・26　甲府東RC　30周年記念式典
　2017-2018年度　隈元年度(荒井)
　　3/24	 屋形船　桜鑑賞

　甲府東RCさんとの合同例会にご参加くださった
皆様、お疲れ様でした。劇団四季の「アラジン」の
鑑賞。楽しいひとときを過ごされたのではないかと
察します。私はダブルブッキングで、その時間は別
の講演会に参加せざるを得なくて、残念だったので
すが「アラジン」は鑑賞できませんでした。でも、
その講演は「為末　大」さんの講演で、高校生が多
く参加し素晴らしい質疑が交わされ、とても良い講
演会でした。しかし、その講演も途中で退席をし合
同例会に参加する為に、東京に向かいました。皆さ
んと合流、何とか合同例会には参加できました。甲
府東RCの方達ともご挨拶ができ、50周年の式典の
御礼ができました。甲府東RCさんとの交流は20年
の歳月が流れています。直近の行事を振り返ってみ
ました。楽しい思い出(上記の表)ばかりです。
　また、昨日11/6、第5グループ協同奉仕、2022年
アクアラインマラソンの冷凍ブルーベリー配布に
行ってきました。4年ぶりの開催。アクアラインを
1万4,994名のランナーが駆け抜けたとニュースに
なっておりました。そのランナーさんに冷凍ブルー
ベリーをパック詰めし、配布しました。
　私達君津は、フルマラソンゴール地点のイベント
会場内奥でした。ランナーがゴールして更衣室へ行
き、イベント会場へと入ってきていましたが、その
ランナーの導線は入口より直線でした。私達のブー
スは左折してきて貰わないとたどり着きません。大
きな声でご案内をして誘導しました。ランナーの方
達はそのお誘いに乗ってくれ左折導線ができ、私達
のブースへ回ってくれるようになりました。が、役
員の方から注意されました。直線ラインのお店さん
よりランナーが来なくなった。白いヤッケの人が誘
導してるからだとクレームが出たそうです。私?ブ
ルーベリーを配布しているとご案内していただけな
のに、ランナーさんに疲れた体をブルーべリーを食
べて癒して貰おうと思っただけなのに…。
　でも、パック詰めをしたブルーベリーは好評の
中、全て配布でき良かったです。



報　告

１．11月6日(日)に第5グループ奉仕プロジェクトとして
　「マラソンランナーに潤いを」をテーマにアクアマラ
　ソン大会にてランナーにブルーベリーを配布してき
　ました。
　当クラブからは、大川幹事、内藤会員、大森俊介会
　員、秋元ゆかり会員、木内会員、私(武田会長)が参加
　してきました。お疲れ様でした。
　後程、木内会員より報告をお願いします。

２．国際ロータリー第2790地区小倉ガバナーよりクラ
　ブへの表彰が届いています。
　＜クラブ表彰＞
　①2021-22年度ロータリー賞＜RI賞状＞
　②ロータリー米山記念奨学会に対する創立記念特別
　　寄付クラブ
　③100％ロータリー財団寄付クラブ＜認証バナー＞
　④「Every	Rotarian	Every	Year」クラブ
　　＜認証バナー＞
　⑤End	Polio	Now	COA＜感謝状＞
　⑥ロータリー米山記念奨学会功労クラブ
　⑦ロータリー米山記念奨学会に対する創立記念特別
　　寄付クラブ

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．ガバナー月信(11月号)
　Ｐ7	マルチフル・ポール・ハリス・フェロー	+3、+4　
　大川裕士会員、新ロータリアン	安田会員
２．例会プログラム

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．地区大会表彰状目録
４．ロータリー冊子(英語版)
５．赤い羽根共同募金
６．RYLAセミナー開催案内　
７．君津RC有志ゴルフ大会の案内
８．浦安ベイRCよりオープン例会のご案内

委員会報告
第5グループ奉仕プロジェクト
「マラソンランナーに潤いを」

木内　髙茂 会員

　11月6日(日)のアクアラインマ
ラソンにて2790地区	第5グルー
プの合同奉仕プロジェクトと致
しまして、ハーフマラソンフィ
ニッシュ会場とフルマラソンフィ
ニッシュ会場でブルーベリーを
配布させて頂きました。
　当日、君津ロータリーと致しま
しては武田会長、大川幹事、秋
元ゆかり委員長、大森副幹事、内藤委員長と参加させ
て頂き、ブルーベリーのカップ詰め4,000個のお手伝い
とフィニッシュしたランナーへの配布を致しました。
　ランナーには大変ご好評頂き、中には買って帰りた
いのでどこで買えますか?とのお声も頂きました。
　残念ながら同線の流れやブースの位置関係等からラ
ンナー全てに行き渡ることはできませんでしたが、午
後3時過ぎには配り終わり大きなトラブルもなく無事に
撤収致しました。
　この奉仕プロジェクトに際しまして、駐車場をご提
供頂きました東京電力様に感謝を申し上げまして委員
会報告とさせて頂きます。

委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生日
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廣田　二郎
原田　健夫
釼持　純一
隈元　雅博
伊藤　　彰
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11月の私の記念日



ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 11/6アクアラインマラソン大会に
おいて、ブルーベリーの配布をして
きました。テーブルに落ちたブルー
ベリーは食べて良いと言われ食べま
した。とっても美味しかったです。
鈴木会員、ゴールおめでとうござい
ます。でもごめんなさい!!鈴木会員
がゴールした時には配布完了でし
た。鈴木会員のゴールを待てず、撤
退してしまっていました。

大川　裕士	 RI	 2790地区第5グループ奉仕活動
として、フルマラソン完走者への冷
凍ブルーベリー配布にご協力頂きま
した武田会長を始め会員の皆様、大
変お疲れ様でした。引き続き体調管
理と体温計測をお願いします。鈴木
会員、完走おめでとうございます!!
たいしたものです。

伊藤　　彰	 昨日、自宅の沿道でアクアラインマ
ラソンの応援をしました。見ている
だけでこちらも元気を頂いた感じで
久しぶりに有意義な休日でした。

倉繁　　裕	 昨日は、前回2018年以来の開催と
なったアクアラインマラソン。ラン
ナーとして、或いは支援にご参加の
皆様、お疲れ様でした。好天の下、
15,000人のランナーが走りを楽しま
れて地域が盛り上がる大事なイベン
トになっていると思います。

安田　　学	 花壇の花植え頑張ります。
松浦　広樹	 昨日のアクアラインマラソン、冷凍

ブルーベリー配布お疲れ様でした。
今回は抽選で外れ走ることができま
せんでしたが、前回頂いた美味しい
ブルーベリーは疲れを癒してくれま
した。

佐々木昭博	 先週の甲府東との合同例会、大変楽
しかったです。特に劇団四季のア
ラジンは見応えのある素晴らしい
ミュージカルでした。ガバナー公式
訪問の写真もありがとうございまし
た!

大浦　芳弘	 昨日は、これよりない好天の下で開
催されましたアクアラインマラソン
の給水ボランティアに参加させて頂
きました。8km地点、アクアライン
直前の給水所でしたが、会社関係
者、近隣の市長さんや、県議さん

等々、いろいろな方々にエールを送
らせて頂きました。特に、給水所の
直後のアクアラインへの誘導路入り
口が第一関門となっていた為、カッ
ト時間ギリギリの参加者には特に声
を大にしてエールを送らせて頂きま
した。

小関　常雄	 アクアラインマラソンボランティア
お疲れ様でした。

藤代　公成	 昨日アクアラインマラソンに参加さ
れた方、本当に尊敬します。何か目
標を持たなければいけないなぁと強
く感じました。

内藤　智介	 本日は駅前花壇の花抜き作業です。
皆さん宜しくお願いします。

福島　大介	 生憎の天候ですが、花抜き作業頑張
ります。

隈元　雅博	 アクアラインマラソンと甲府東RC
との合同例会に参加された皆さんお
疲れ様でした。ロータリアンとし
ての充実した日々は何よりです。
11/6は23回目の結婚記念日でし
た。家族4人ゆっくり、楽しく過ご
すことができました。君津RCより
記念のお花を頂きました。これであ
と1年は持つと思います。これから
もロータリー活動を頑張ります!

大森　俊介	 早退します。
廣田　二郎	 私の記念日の花ありがとうございま

す。早いもので33回目の記念日とな
りました。11/5に5回目のワクチン
接種をしました。BA5対応とのこと
で、慣れたせいか副反応なしです。

内山貴美子	 アクアラインマラソンボランティア
に参加された皆様、お疲れ様でし
た。今日は花抜き作業です。頑張り
ましょう。

秋元　政寛	 アクアラインマラソンに参加された
皆様、お疲れ様でした。

藤田　章博	 奉仕プロジェクトの皆様、アクアラ
インマラソンお疲れ様でした!駅前
花壇の花抜き作業楽しみます!!

髙島　俊治	 春に植えた花も早いものでもう植替
えの季節となりました。駅前を綺麗
に飾ってくれたことに感謝しなが
ら、今日は作業したいと思います。

馬場　孝弘	 アクアラインマラソンに参加されま
した方々、お疲れ様でした。来年は
私もお手伝いで参加できればと思い
ます。



谷　　浩司	 先日初めてPCR検査を受けまし
た。ちゃんと陰性で安心しました。
今月も出張の為、もう一度検査をし
なければなりませんが、対策をきち
んとして安心して行ってきたいと思
います。本日の花抜き作業への協力
ありがとうございます。

髙橋　雄一	 お世話になります。アクアラインマ
ラソンに参加の皆様、お疲れ様で
した。走った荘一くん!!お疲れ様で
す。完走!!おめでとう。

山内　雅夫	 秋晴れの中、昨日は15,000人のラン
ナーが参加されて、アクアラインマ
ラソンが開催されました。今回は参
加できませんでしたが、次回には参
加できるよう体力を付けていきたい
なと考えています。ロータリー活動
も頑張ります。

川村　優子	 皆さんこんにちは。第5グループ奉
仕プロジェクトお疲れ様でした。

木内　髙茂	 昨日の奉仕活動お疲れ様でした。本
日の花壇の花抜き活動は参加できま
せんが、これからもできる限り参加
させて頂きますのでどうぞ宜しくお
願い致します。

釼持　純一	 私の記念日の綺麗なお花ありがとう
ございます。早退します。皆様お手
伝いできず申し訳ありません。

篠塚　知美	 昨日のアクアラインマラソンに参加
された方、ボランティアで参加され
た方、お疲れ様でした。私も人生一
度で良いのでフルマラソンにチャレ
ンジしたいと思っています。

小幡　　倖	 15日から猟期に入る為、昨日は実
射の練習会に参加しましたが事前準
備をせずに臨んだ為、指導員より多
くの指摘を受け心新たに取り組む反
省をしました。事故なく2/15まで
対応できる様、心掛けました。アク
アラインマラソン支援ご苦労様でし
た。参加されたランナーの皆さん、
いつ練習されているのでしょうか。
楽しんで走ることが良いのですね。

大森　敏隆	 私ごとですが、先般財布を落として
しまい、カードを止める等大変でし
た。皆さんもお気を付け下さい!

野中慎太郎	 アクアラインマラソンをお手伝いの
方々、大変お疲れ様でした。当店か
ら2名ランナーとして参加して、皆
完走できたようです。

福田　順也	 本日の駅前花壇の花抜き作業頑張り
ます。

秋元ゆかり	 皆様こんにちは。昨日、アクアライ
ンマラソン大会のブルーベリー配布
のお手伝いに行ってきました。お天
気も良く、良かったです。



駅前花壇の花植え準備作業の様子(R4.11.7)


