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会　長　挨　拶
大浦　芳弘 副会長

　先週の夜間例会に出席された
会員の皆様、お疲れ様でした。
久しぶりの夜間例会でもあり楽
しんでいただけたと思います。
　さて、本日は例会の後に駅前
花壇の花植えを予定していまし
たが、周西中学校の生徒の皆様
との花植えは本日の実施は見送
りとなり明日に延期となりまし
た。社会奉仕委員会の内藤委員長、委員の皆様、そし
て毎回ご苦労いただいています小幡会員による花植え
のための準備作業にはあらためて感謝いたします。
　この周西中学校生徒による花植え事業は、当ロータ
リークラブにおける重要な事業でもありますので、明日
参加いただけます会員の皆様にはご苦労をお掛けしま
すがよろしくお願いします。過去の資料を紐解いてみ
ましたが、国道16号線沿いに菜の花の種を撒くという
事業を開始して以降、今年で35年目になります。当初
は会員のみの活動だったようですが、周西中学の生徒
の皆様との共同作業という現在の形になってからは12
年目になります。
　また、先日職業奉仕委員会の小関委員長から周西中
学における出前授業の日程連絡および参加会員の募集
案内がありました。この事業も当ロータリークラブの重

要な事業のひとつとなっていますので、毎年お願いし
ています実績のある会員企業様を中心に参加の検討を
お願いします。

報　告

１．　11月17日(木)に第5グループ会長幹事会が開催さ
れました。当クラブからは、私(大浦副会長)と大森
副幹事が出席してきましたので報告いたします。

　 　 議題としては、11月26日(土)開催予定の情報研
修会、2月18日(土)開催予定のIM(インターシティー
ミーティング)についてであり、それぞれの内容に
ついての報告があり承認されました。

　　　また、梶ガバナー補佐から、先日のアクアライン
マラソンでの合同奉仕プロジェクトに対する慰労
のお言葉と、12月7日(水)に慰労会を開催するので
積極的な参加をとのお言葉がありました。

　　　最後に、木更津RCから2月23日(木/祝日)に70周
年記念式典を予定しているので、各クラブからの
多数の参加をとのお願いがありました。

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

11月14日(月)の夜間例会、領
収書(訂正版)
明日の花植え作業について

〈報　告〉
１．11月23日(水)、第2回青少年
　交換オリエンテーションが開
　催されます。
　　時間：13時30分～
　　場所：千葉文化センター9階
　　出席：茂田青少年奉仕委員長・内山会員
　　　　　藤平会員・リアさん



２．11月26日(火)第5グループ情報研修会が開催され　
　  ます。
　　時間：14時
　　場所：東京ベイプラザホテル3階　
　　出席：武田会長・大川幹事・秋元ゆかり会員
　　　　  秋元直樹会員・秋山会員・木内会員
　　　　  福島会員

〈回　覧〉
１． 君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RYLAセミナー募集の案内
４．忘年例会の出欠について

委員会報告
社会奉仕委員会
「周西中学校生徒との花植え作業について」

内藤　智介委員長

開催日時
　2022年11月22日(火)
　13:00～14:30
当日プログラム
　13:00～ 駅前花壇に集合
　13:35 開会式
  　　　①主催者挨拶
　  　　②要領・注意
　　　　　事項説明
　　　　　(内藤委員長)
　13:50 花植え作業開始
　14:20 閉会式
  ①主催者挨拶
  ②解散
　14:30～後片付け
  　(撤収作業及び片付け作業終了後、解散)

服装  RC帽子、ポロシャツ、ジャンパーの 
  着用と長靴の用意をお願いします。

持ち物  軍手、タオル、着替え、スコップ
役割分担 会員の皆さんは生徒が安全に花植え 

  作業が出来るように見守りとカップの 
  回収等のお手伝いをお願いします。

   社会奉仕委員会の皆さんは、旗と三 
  角コーンとスコップの用意と作業終了 
  後に 後 片 付けをお 願 いします 。

ニコニコＢＯＸ

大浦　芳弘 先週、第5グループの会長幹事会に
会長代理で出席させていただきまし
た。予定の議事以外では、アクアラ
インマラソンでの合同奉仕が話題に
なりました。奉仕に参加された方々
からは、ランナーには好評であり継
続すべきとのご意見がほとんどでし
たが、やはり奉仕を行う場所の問題
が今後の大きな課題という認識も共
通のものでした。アクアライン事務
局にもこの意見を届けていただきま
すので、次回での解決を期待したい
ものです。身近で、コロナとインフ
ルが両方とも陽性でしたとの報告も
聞こえてくるようになりました。引
き続き、基本的感染防止を徹底して
いきましょう。

大川　裕士 内藤委員長、髙橋副委員長、小幡会
員、休日に畝作りお疲れ様でした。
残念ながら本日の駅前花壇花植え作
業が明日へ延期となりました。ご協
力いただける会員の皆様よろしくお
願いいたします。

福田　順也 本日の花植え作業、明日へ延期と
なってしまい残念です。明日は欠席
です。作業をされる皆様方、よろし
くお願いします。

大森　俊介 本日中止となった花植え、明日頑張
りましょう。

小幡　　倖 昨日午前中、郡ダムの草刈り奉仕作
業、水上スキーの学生さんも参加し
ていました。終了後、駅前花壇の下
ごしらえを内藤委員長、髙橋さんと
行うことが出来ました。本番は雨天
のため延期となってしまいました
が、明日参加させていただきます。

髙橋　雄一 お世話になります。明日に変更に
なった花植え作業、よろしくお願い
いたします。

早見　秀一 花植え延期、いたしかた無いです。
委員会や準備された方々、お疲れ様
です。

伊藤　　彰 本日は天候に恵まれず、花植え作業
が延期になり残念です。また、新型
コロナの感染拡大が気になる中で予
防・対策をしっかり取っていきたい
と思います。

隈元　雅博 皆さんこんにちは。サッカーワール



ドカップ始まりましたね。世界中で
起きている戦争や紛争がスポーツで
決着出来ればと願います。これから
も世界平和と地域貢献のためにロー
タリー活動を頑張ります!

鈴木　荘一 今週は天気の悪い日が緩まなそうで
す。心持ちは晴れやかにしていきた
いです。

宮嵜　　慎 明日の花植え参加出来ず申し訳あり
ません。

大森　敏隆 我社でもコロナ陽性者が増えてきま
した。皆さんお気を付けください。
本日、急遽会議が入ってきましたの
で途中退席させていただきます。

原田　健夫 めっきり寒さを感じる季節となりま
した。花植え作業、明日に延期です
が参加出来なく申し訳ありません。

永嶌　嘉嗣 ゴルフが中止になり残念です。また
企画しましょう。

野中　慎太郎 昨日、花植え作業に備えて花壇の事
前作業お疲れ様でした。

坂本　直樹 本日は花植え作業延期となり残念で
す。明日も参加出来ず申し訳ありま
せん。

山内　雅夫 昨日から、カタールでのサッカー
ワールドカップが始まりました。日
本代表の活躍を期待したいと思いま
す。厳しい経済環境が続いています
が、明るい話題が増えると良いです
ね。

平野　寛明 明日の駅前花壇花植え作業に参加出
来なく大変申し訳ございません。

藤代　公成 コロナの第8波、インフルエンザ等
の脅威を感じながら、それでも経済
の立て直しが急務と思います。銀行
員として精一杯頑張ります。

安田　　学 明日、花植え出れませんがよろしく
お願いいたします。

馬場　孝弘 申し訳ありません。明日の駅前花壇
の花植えに参加出来ませんが、きれ
いな花壇を見に行かせてもらいま
す。

藤田　彰博 日程変更になりましたが、明日は駅
前花壇の花植え作業頑張ります!!

秋元　政寛 寒くなってきたと思ったらもうすぐ
12月なんですね。時間を大切にしな
くては。

谷　　浩司 秋の天気は変わりやすいと言います
が、最近は安定していたので昨日か
らの雨には悔やまれます。明日は晴

れの予報で過ごしやすいそうなの
で、天気に恵まれますように。

倉繁　　裕 駅前花壇花植えの事前準備、大変お
疲れ様です。本年4月以降、対ドル
円安が進み、10月下旬に一時150円
/ドルになり、11月中旬以降ようや
くピークアウトして140円/ドル水
準で推移しています。日米金利差の
拡大に一定の目途感が得られつつあ
る中、安定的な動きに戻ることを期
待しています。

篠塚　知美 今年も君鶏のおせちのチラシを配ら
せていただきました。霧島鶏をふん
だんに使用して、お子様に大人気の
おせちになっております。よろし
かったらご注文をお願いします～。

秋山　大輔 だんだんと寒くなってきましたの
で、健康に気を付けて過ごしたいで
すね。

秋元　直樹 明日の花植え作業参加出来ず申し訳
ございません。

内藤　智介 雨の影響で花植え作業が明日に延期
になり色々とお手数をお掛けします
が、よろしくお願いします。


