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開 始 点 鐘
Ｒ ソ ン グ
四つのテスト
お 客 様

武田富士子会長
我らの生業
坂本　直樹会員
江藤　　隆様
　　　（濱田重工(株)君津支店長）
ウニバト様(米山奨学生)
リア・ロハン・グルジャール様
　　　　　　　　　(交換留学生)
藤平　紗耶様(藤平会員令夫人)
藤平　姫奈様(藤平会員ご令嬢)
藤平　結愛様(藤平会員ご令嬢)
藤平　煌大様(藤平会員ご子息)
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会　長　挨　拶
武田富士子 会長

　先週の駅前花壇の花植え準備・除草作業お疲れ様
でした。今年は、雑草が多く皆様には大変お手数をお
掛け致しました。また。来週21日は周西中学校の生徒
さんとの花植え作業となります。皆様ご協力よろしく
お願い致します。
　社会奉仕委員会の皆様、内藤委員長を中心に花植え
の準備の耕し作業、畝作り等、お手数をお掛け致しま
すがよろしくお願い致します。日々社会奉仕委員会の
皆様の活動には感謝申し上げます。
　本日は、夜間例会です。久しぶりの夜間例会。懇親
会！楽しみましょう。

報　告

１．第6回理事会が11月7日(月)に開催されましたので報
告を致します。

①会計報告(10月分)　　異議なし
②君津駅北口の花壇内の看板の張替えについて
　ロータリー活動を幅広くPRするためにENDポリ

オの活動についての内容に張替えることを検討中 
イメージ図案を作成し、引き続き協議し進める

③国際奉仕委員会より進捗と今年度活動について
スリランカへの浄水器追加購入のために、今年度
予算を寄付する
浄水器購入の報告(領収書や写真)を提出してもら
う
過去の活動報告を再確認し、まとめておく

④12月の例会について
忘年例会は開催する(外部の方も招く)
社会奉仕委員会にてチャリティバザーを実施
今回も一人2品以上ご協力をお願いします。なお、
事前のホテルでのお預かりは出来ません。当日の
10時より2階の会場にてお預かり出来るようになっ
ていますので、よろしくお願い致します。
また、催しものの内容は、富津市観光大使・SAX
プレーヤーのWaKaNa様をお招きして、楽しい
ショーを企画しております。ご家族をお誘い合わ
せの上、是非ご出席下さい。

⑤202２-23年度地区委員推薦について
秋元ゆかり会員、環境委員会へ推薦
鈴木荘一会員、職業奉仕委員会へ地区より、ご指
名あり

⑥出前教室実施に向けての進捗状況
　周西中学校の出前教室は、12月7日(水)、8日(木)、

14日(水)、15日(木)、20日(火)で調整中
以上、会員より参加企業を募集中

⑦きみつ愛児園のクリスマス会について
日　時：12月23日(金)10時25分集合
参加者：会長・幹事・社会奉仕委員長・

サンタ役3名
プレゼント：お菓子の詰め合わせ800円×59名

(代金はライオンズと折半)
⑧赤い羽根共同募金、例年通り回覧



⑨その他
理事会：12月5日(月)例会前　11時30分～

ハミルトンホテル上総
新理事会：12月12日(月)例会後13時30分～

ハミルトンホテル上総

２．荒井会員のご令嬢がご結婚されましたので、お祝
いをお渡しします。

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

陶彩葉さんのマンスリーレポート

〈回　覧〉
１．11月17日(木)、第5グループ会長幹事会が開催され

ます。
時間：15時～17時
場所：東京ベイプラザホテル3階　飛天
出席：大浦副会長、大森副幹事
よろしくお願いします。

入会者紹介
濱田重工(株)　江藤　隆様

紹介者　猪瀬　浩会員

《入会者プロフィール》
氏　　名：江藤 隆 氏
生年月日：昭和43年3月21日生まれ
出 生 地 ：神奈川県横浜市戸塚区
現 住 所 ：君津市内
家族構成：妻、娘二人（四人家族）
趣　　味：ドライブ、山歩き

　皆さん、こんにちは！この11月より君津ロータ
リークラブに新しく入会となります江藤様を紹介さ
せて頂きます。江藤様は濱田重工株式会社の中村会

員の後任として入会される方となります。
　江藤様のご出身は神奈川県横浜市となります。
中学1年生のとき、お父様の転勤で北九州市へ移住
し、北九州工業大学に入学、大学では電気工学に
ついて学ばれたそうです。大学卒業後は就職により
広島県福山市へ移住されたそうです。その後、前職
場を退社し、現在の職場である濱田重工株式会社へ
は、1996年の転職だそうです。
　濱田重工株式会社では、八幡支店で10年、大分
支店で8年、そして君津支店では現在8年間勤務さ
れておるそうです。君津支店に来られてからは、主
に鉄づくりの生産現場の管理業務に従事し、この
11月より支店長として御着任されました。
　家族構成は奥様、そしてお二人のご令嬢の四人家
族だそうです。休日等には趣味のドライブや山歩き
を楽しまれているようです。
　江藤様は、この君津市に8年間お住まいでありま
すが、ロータリークラブ含め地域団体等への加入は
初めてのこととお聞きしております。今までは仕事
等で多くの方々と関わりながら、いろんな経験を積
んで来られ、それがご自身の大きな財産になってい
るとのことです。ロータリークラブ活動を通して
も、様々な方々との出会い、そして仕事とはまた別
の様々な体験をして頂き、これからの人生の糧とし
てもらえることを期待しております。
　江藤様にとっては初めてのロータリークラブへの
入会となります。会員皆様におかれましては、江藤
様が当クラブに一日でも早く馴染めるようにご協力
の程をよろしくお願いします。

入会式
濱田重工(株)　江藤　隆様



青少年交換留学生スピーチ
テーマ「日本とインドの違い」

リア・ロハン・グルジャール様

　こんにちは！今日は日本と
インドの違いについてお話し
ます。
　ここで2カ月過ごしてみて、
日本とインドは完全に正反対
だとわかりました。日本は静
かで組織的な国ですが、イン
ドは騒がしく、賑やかです。
インド人は控えめな日本人に
比べて、社交的な傾向があります。
　もう一つの大きな違いは、食べ物にあります。イ
ンド料理は日本料理よりも刺激的でスパイシーな味
がします。私は日本食の方が好きです。
　そして、私は学校でも違いを発見しました。日
本の学生はインドの学生より自由です。翔凜高校
では、各授業の間に10分の休憩があり、昼休みは
40分です。インドの私の学校では、授業の合間に
休憩はありませんでした。そして、昼休みはたった
の20分。私にとって最大の驚きは、タブレットと
電話でした。インドでは電話を学校に持っていくの
は禁止でした。使用するのは教科書とノートだけで
す。インドの学校で私の好きな所が一つあります。
インドでは、授業中いつでも水を飲むことができま
す。でも、日本の高校は自由だから好きです。
　お時間を頂きありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 江藤様ご入会おめでとうございま
す。君津RCは和気アイアイで楽し
く、会員皆さん素晴らしい方達ばか
りです。それぞれの会社では"長"の
立場の方達なのに、奉仕の心を持ち
活動をして頂いています。ロータ
リー活動を共に楽しみながら行って
いきましょうね!

大浦　芳弘 本日の夜間例会、楽しませて頂きま
す。引き続き、ロータリー活動を頑
張ります。

福田　順也 リアさん、スピーチありがとうござ
いました。藤平会員のご家族、ウニ
バトさんようこそ君津ロータリーク
ラブへ。

大森　俊介 お客様、本日はようこそ君津RC

へ。リアさん、スピーチありがとう
ございました。

江藤　　隆 初めまして。この度君津ロータリー
クラブに入会させて頂くことになり
ました濱田重工株式会社の江藤と申
します。まずは皆様と早くお知り合
いになり、輪に加わらせて頂きたい
と思います。よろしくお願い致しま
す。

茂田　秀和 席替抽選プレゼントありがとうござ
います。入会以来、たぶん当たりは
2回目かな?今年一番のハッピーな当
たりです。

内山貴美子 江藤さん入会おめでとうございま
す!先ほどロータリーの友を説明さ
せて頂きましたけど、これからは君
津ロータリーのメンバーとして頑
張って下さい!リアさん卓話ありが
とうございました。頑張りました
ネ。

猪瀬　　浩 本日は江藤新会員のご紹介をさせて
頂きました。皆さん、よろしくお願
いします。

中野　賢二 明日から秋田県の能代へ出張仕事に
行ってきます。前回行った際に駅前
周辺の店舗は、ほとんどシャッター
が閉まっていました。地方へ行くと
いつも感じます。君津はまだ恵まれ
ている。もっと頑張ろう!!

川村　優子 江藤さん、ようこそ君津ロータリー
クラブへ。一緒にロータリー活動楽
しみましょう。

馬場　孝弘 コロナ第8波となりました。対策を
とっての行動をしてまいります。

藤田　章博 リア・ロハン・グルジャール様、ス
ピーチありがとうございました!江
藤様、今後ともよろしくお願い致し
ます!

内藤　智介 来週21日の例会は周西中生徒との花
植作業です。皆様のご協力よろしく
お願いします。

廣田　二郎 コロナ第8波がヒタヒタと近づきつ
つあります。弊社社員もまず一人陽
性です。

隈元　雅博 江藤隆さん、ご入会おめでとうござ
います。藤平会員のご家族様、ウニ
バト君、リアさんようこそ君津RC
へ。リアさん、貴重な卓話をありが
とうございました。これからもロー
タリー活動を頑張ります!



福島　大介 江藤会員、入会おめでとうございま
す。よろしくお願い致します。

倉繁　　裕 新型コロナウイルス、オミクロン
BA.5に加えて、海外ではBQ.1、
XBB.1等も発生して、国内感染者数
が増加傾向、第8波に入っていると
言われています。空港、駅等での人
の往来が戻っている中、行動制限無
く、感染者拡大を一定に留めておき
たいところです。

永嶌　嘉嗣 久々の夜間例会。楽しみにしており
ました。皆さんお手柔らかに。

大森　敏隆 寒くなってきました。皆様、体調に
はお気を付け下さい。江藤会員、今
後ともよろしくお願いします!

篠塚　知美 今日は夜間例会ですね。楽しみま
しょう!!

平野　寛明 リア・ロハン・グルジャール様、ウ
ニバト様、藤平様、本日はご来訪頂
きありがとうございました。

佐々木昭博 リアさん、素晴らしいスピーチあり
がとう!この後の親睦会も楽しみで
す。

野中慎太郎 江藤様、ご入会おめでとうございま
す。よろしくお願い致します。

小関　常雄 江藤さん、ようこそ君津RCへ。ク
ラブ活動を楽しみましょう。

髙橋　雄一 お世話になります。今年もあと少し
となりますね!!コロナに負けず頑張
りましょう!!。

秋元　直樹 江藤隆様、ようこそ君津ロータリー
へ。これからよろしくお願い致しま
す。

谷　　浩司 急用のため遅刻しましたが、楽しい
例会になんとか参加出来ました。



慰労会の様子（R4.11.14）




