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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　昨日、陸上自衛隊木更津駐
屯地における航空祭が3年ぶり
に開催され、参加してまいりま
した。規模もこんな時期なので
縮小されておりましたが、編隊
飛行、航空機の紹介等がありま
した。一般のお客様は入場でき
ず、駐屯地の敷地外で見学さ
れていたそうです。今回の目玉
は、V-22オスプレーの編隊飛行初参加でした。　ま
た、今回は木更津市市制施行80周年記念事業防災フェ
スタ2022とコラボしての事業だったので、編隊飛行は
イオンモ－ル木更津上空までの20機以上、V-22を含め
た編隊飛行を行っておりました。天気も晴れていたの
で良かったです。でも、やはり12月!外気はとても冷た
く寒かったです。ここで1つ防災フェスタにちなみ、日
ごろからの備えが重要だという事を再確認しました。
いざという時のためにCHECK!です。
 1.避難場所や避難経路を確認していますか。
 2.非常時用持ち出しバックの準備ができていますか。

 3.食料・飲料等の準備は十分ですか。
皆さんもCHECKしてみてください。防災の日ではあり
ませんが、日ごろからの備えが大事です。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(12月号)　 
　　P12
　　新ポール・ハリス・フェロー
　　原田会員・大森俊介会員　
　　中野会員・谷会員

〈報　告〉
１．次回例会は、年次総会及びクラブ協議会です。
　年次総会では、今年度の収入と支出の中間報告およ
　び、指名委員会にて指名された次年度理事候補者に
　ついてご承認いただきます。
　また、クラブ協議会では、委員会ごとに上期活動報
　告を委員長より発表をお願いいたします。発表内容
　は、週報に掲載しますので、原稿を12月9日(金)まで
　にメールにて事務局までご提出ください。
　なお、委員長が欠席の場合は、代理の方より発表を
　お願いいたします。
　また、次回例会終了後、13時30分より新理事会が開
　催されます。
　総会にて承認されました新理事の方は、ご出席下さ
　いますようお願いいたします。

２．メルボルン国際大会について(5月27日～31日）
　国際大会出席希望の方は、早めの登録をお勧めしま
　す。

３．例会変更のお知らせ
　＜木更津東RC＞　時間変更
　日時：12月21日(水)　点鐘18時30分
　場所：オークラアカデミアパークホテル　
　内容：クリスマス家族夜間例会



〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．会員家族親睦忘年例会の出欠の案内
４．RYLAセミナー開催の案内
５．RLI研究会の出欠の案内
６．甲府地区訪問(甲府東RC訪問&信玄祭り・観光)
　 への参加に関するアンケート

来訪RC
木更津RC会長挨拶

大村　富良 様

　皆様、こんにちは。木更津
ロータリークラブの大村でござ
います。本日は能城幹事と一緒
に訪問させていただきました。
貴重なお時間をお借りしまし
て、ご挨拶をさせていただきま
す。
　木更津ロータリークラブは、
今年70周年を迎えました。節目
の年といたしまして、記念事業を計画しております。
　　日　時：令和5年2月23日(祝)13時～
　　場　所：かずさアカデミアホール
　　内　容：4市市長によるパネルディスカッション
　　テーマ：「魅力あるまちづくり」
　　登録料：無料
　君津ロータリークラブの会員の皆様と、御家族の皆
様、友人、知人の皆様にお声を掛けていただきたいと
思います。よろしくお願い申し上げます。当日お待ちし
ております。本日はありがとうございました。

委員会報告
RYLAセミナーについて

茂田　秀和 会員

　本年度RYLAセミナーについ
て報告します。
　皆さん既にご存じの事と思
われますが、RYLAセミナー
が本年度一泊二日で開催され
ます。RYLAはRotary Youth 
Leadership Awardsの略称で、
青少年のリーダーシップ研修で
す。本年は既に木内君、秋元(直
樹)君、交換留学生のリアさんが参加予定となっており
ます。また、設営側として、黒岩さん、内藤君、谷君が

参加します。
　昨年度のRYLAに私も参加させていただきました
が、コロナの影響で残念な事に日帰り研修となってし
まいました。各地から集まった20代の若い皆さんや米
山研修生と、話したりする事は非常に有意義なもので
したし、楽しかったです。本当に時間が短かった事が
悔やまれます。
　本来は、ロータリーメンバーのみならず、若い自社員
やこれから世界や地域で活動をしていく若い方の研修
です。ぜひお声がけをお願いします。もちろん参加し
たことのないメンバーの皆様もぜひ参加をお願いしま
す。若い方との討議があったり、ゲーム研修があった
り、自身に活力をもらえる事業です。
　来年2月18、19日南房総は岩井の地で行われます。
よろしくお願いいたします。

親睦委員会
私の記念日・誕生日
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会員卓話
「会社紹介と未来ビジョン」

馬場　孝弘 会員

　皆さんこんにちは。㈱高田工
業所の馬場と申します。本日は
皆様の貴重なお時間をいただき
ありがとうございます。何を話そ
うか悩みましたが、まず会社紹
介をさせていただき、弊社が取
り組んでおります未来プロジェ
クトについてご紹介させていた
だこうと思います。
　1940年に福岡県北九州市の三菱ケミカル㈱福岡事
業所の中で高田組として創業を開始しております。当
時は溶接を主とする作業からです。
　そこから拠点を広げながら1968年に君津支社を設立
し、現在国内の生産場所10ヶ所・海外3拠点となってお
ります。(資料にて)
　君津支社は一貫体制でプラントを支える、総合プラ
ントエンジニアリング会社として「設計⇒調達⇒製作
⇒建設⇒メンテナンス」に取組んでおります。
・設計
　3D-CAD等の技術を駆使し、設備の詳細設計を管理
　します。
・製作
　厳しい審査基準をクリアする高品質設備を製作して
　います。
　(高圧ガス保安法・ガス事業法・電気事業法等)
・建設
　現地施工も、自社と協力会社が一体となって行いま
　す。
・メンテナンス
　現場力と技術力の両面から、お客様を支えます。

　人材教育では、本社地区にあります研修センターに
て様々な教育を行っております。また、若手社員を中
心に技能オリンピック全社大会を開催しております。
コロナによりこの2年間は開催できておりませんが来年
の2月は開催する見込みです。若手もライバル心を持ち
ながら切磋琢磨している姿は頼もしいものです。
　「人」がTAKADAのまんなかです。の気持ちをもっ
て社会的使命を担っていっております。弊社は2040年
に100周年を迎える予定です。新たな成長の実現と社
会に貢献できる魅力ある組織づくりとして、若手・中
堅社員を中心とした「2040みらいプロジェクト」を立ち
上げ、働くことに「ワクワク、ドキドキ」を感じられる
組織風土づくりについて考えてきました。
　新しい時代の、持続的な成長の実現に向けたみらプ
ロ3つの提言

①新しい成長に向けた「経営方針・ビジョン」の浸透
　と共有
②自律的成長を促す、柔軟で多様性のある「人事制度」
　の実現
③一人ひとりが能力を発揮できる「働き方改革」の促
　進
　興味があれば詳細内容はHPに記載されております
ので、ご覧いただければ幸いです。
　最後にみらプロで取り組んでいるものの中に、「宗
像ウニプロジェクト」があります。宗像市にあります海
の磯焼けが問題になっており、その原因がウニの大量
発生にあります。そのウニは身が詰まっておらず食用
にはなりません。そのウニを捕獲し美味しく食べられ
る物にし、磯焼け解消にもっていくものです。千葉の
海も違った理由ですが磯焼け問題があると聞いていま
す。何か改善策があればと思っております。(YouTube
紹介)
　ご清聴ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 木更津RC大村会長、能城幹事よう
こそ君津RCにおいでくださいまし
た。70周年おめでとうございます。
2月23日は喜んで参加させていただ
きます。㈱コイトの谷川様、君津
RCで楽しく活動をしていきたいで
す。君津RCはとっても良いところ
ですよ。楽しいところです。

大川　裕士 急に真冬並みの寒さ。皆様体調管理
にお気を付けください。木更津RC
会長大村様、幹事能城様、来訪あり
がとうございます。創立70周年おめ
でとうございます。式典楽しみにし
ています。㈱コイト谷川様ようこそ
君津RCへ。

大村　富良 木更津ロータリークラブ70周年記念
事業のご案内にお伺いさせていただ
きました。よろしくお願いいたしま
す。

能城　京子 本日は、木更津RC70周年記念事業
のご案内とお願いにあがりました。
よろしくお願いいたします。

秋山　大輔 昨日、某会合のため木更津ゴルフク
ラブにお邪魔したところ、シマちゃ
んこと永嶌会員が月例競技で優勝さ
れておりました。おめでとうござ
いました。シマちゃん、ナイスプ
レー!!



中野　賢二 君津駅南口のイルミネーションは来
週12日(月)17:00から点灯式です。
当日はカップル、ファミリーのフォ
トコンテストも行いますので参加希
望の方はネットで申し込んでくださ
い。

松浦　広樹 木更津RC大村会長様、能城幹事
様、本日はよろしくお願いします。

藤田　章博 馬場会員、会員卓話ありがとうござ
いました!!今週の出前教室、楽しみ
にしています!!

倉繁　　裕 ワールドカップサッカー、グルー
プリーグ第3戦見事にスペインに勝
利、ドイツ戦のような後半の鮮やか
な逆転、日本中が歓喜しました。今
晩のクロアチア戦にもベスト8進出
へ、同様の戦いを期待します。

伊藤　　彰 先週、同居家族が新型コロナの感染
疑いがあり、ドタバタしましたが無
事陰性でホッとしています。今週か
ら寒さが本格化することもあり体調
管理に今まで以上に気を付けたいと
思っています。

野中慎太郎 馬場さん、卓話ありがとうございま
した。未来ビジョンお聞き出来て良
かったです。

廣田　二郎 米山奨学生のウニバト君の誕生プレ
ゼントありがとうございます。

内山貴美子 大村様、能城様本日は来訪ありがと
うございます。馬場会員、卓話あり
がとうございました。

岡野　　祐 いよいよ今年も残りわずかとなりま
した。皆様気合いを入れて頑張って
いきましょう。

福島　大介 馬場会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。私も未来へしっかりと
したビジョンを持ち、取り組んでま
いります。

坂本　直樹 今晩のサッカー日本代表対クロアチ
ア戦、"新しい景色"の目撃者に皆で
なりましょう!

大森　俊介 馬場会員、卓話ありがとうございま
した。大村会長、能城幹事、ご来訪
ありがとうございました。

永嶌　嘉嗣 昨日、木更津ゴルフのコンペで優勝
しました。釼持さんや宮本さんや亡
くなられた坂井さんに支払った授業
料を少しずつ取り返しています。

藤代　公成 木更津ロータリークラブ大村会長、
能城幹事、ご来訪ありがとうござい

ます。馬場会員、貴重な会員卓話あ
りがとうございます。

鈴木　荘一 誕生祝いありがとうございました。
大村会長、能城幹事、来訪ありがと
うございます。谷川さん、共に頑張
りましょう。

山内　雅夫 サッカーワールドカップでは、日本
代表が躍進しています。「目標を明
確にして、個々の力をチーム力とし
て結集できると大きな成果を出せ
る」ということを実現しているよう
に見えます。今晩も応援します。

小関　常雄 大村様、能城様、ご来訪ありがとう
ございます。

髙島　俊治 先日、「うまくたの里」に行ってき
ました。大変、大勢の方が来られて
おり込み合っていました。馬来田駅
の近所ですが、この辺りが「うまく
た」と呼ばれていたとの事。白菜と
椎茸を購入して帰りました。特に椎
茸は味、香りとも大変良く、美味し
くいただきました。おすすめです。

谷　　浩司 50歳に近づくにつれ、健康に対す
る意識が強くなってきました。人間
ドッグもまだ受けた事がないので自
分の体について見つめ直して健康に
生きて会社も健康にしていきたいで
す。

馬場　孝弘 本日のW杯の観戦勝率が悪く迷って
いますが、気持ちで応援します。

安田　　学 馬場会員、会員卓話ありがとうござ
いました。サッカー日本代表ベスト
8目指して精一杯応援いたします。

大浦　芳弘 サッカーワールドカップもいよいよ
ベスト8をかけた戦いが今夜となり
ました。明日の仕事に影響しそうで
すが、頑張って応援します。今週は
出前授業が予定されています。ご担
当される会員の皆様にはご苦労かけ
ますが、よろしくお願いします。

江藤　　隆 本日3回目の参加となります。よろ
しくお願いします。気温もぐっと下
がりましたので、体調に気を付けた
いと思います。

佐々木昭博 木更津RC大村会長、能城幹事、君
津RCへようこそ。㈱コイトの谷川
様もありがとうございます。入会お
待ちしています。

木内　髙茂 寒くなってきましたね。コロナも増
えてきました。皆様お身体を大切に



ご自愛ください。明日のサッカー決
勝トーナメントで寝不足が心配で
す。

黒岩　靖之 昨日、陸上自衛隊木更津駐屯地で開
催された第48回木更津航空祭に行っ
てきました。航空機編隊飛行、救助
訓練、ラッパ吹奏更新、CH-47体験
搭乗での隊員の皆さんの一糸乱れぬ
キビキビした動きを見させていただ
きました。改めて日本国民の生命と
財産を守るため日々厳しい訓練をさ
れ、天災地変その他災害時に災害派
遣活動をされていることに感謝しま
す。誕生日祝い、ありがとうござい
ました。

福田　順也 木更津RC、大村会長、能城幹事、
ようこそ君津RCへ。70周年記念式
典楽しみにしております。

大森　敏隆 馬場会員、卓話ありがとうございま
した。元旦のニューイヤー駅伝、黒
崎播磨の出場が決まりました。お時
間が許す方、テレビ前での応援お願
いします。

隈元　雅博 木更津RC会長、大村富良様、同幹
事能城京子様ようこそ君津RCへ。
オブザーバーとしてお越しの㈱コイ
ト代表取締役谷川有司さん、ぜひご
入会をご検討ください。今夜行われ
るサッカーワールドカップ日本チー
ムの活躍楽しみですね。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!


