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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　12月8日に周西中学校の出前教室に行ってきました。
学生達はそれぞれの講義を一生懸命に受講し、聞き漏
らさないぞというように鉛筆を走らせていました。実技
がある講義は楽しそうに実践しました。講師の皆様も
生徒にわかりやすく丁寧に教えてくださっており、感
謝の気持ちでいっぱいになりました。学生達の愛らし
い眼の輝きは何とも言えない元気をいただけます。君
津RCのこの奉仕活動は素晴らしいと実感しました。
　もう1つ気になったことがありました。生徒さんの名
前です。難しいのです。読めないのです。今どきのお
子さんの名前は当て字があったりで本当に難しい読み
方が多いですね!以前びっくりした読み方があります。
「結」と書いて「リボン」と読むお子さんがおりまし
た。とっても可愛いお子さんでしたが、正直にこんな呼
び方をしてよいのかと思いました。子供のうちは良い
が私と同じく、歳はとっていくものです。64歳になって
結と書き「リボン」と呼ばれては少し恥ずかしいと思っ
てしまう自分がおりますが、時代は変わっていくものな
のですね!

会　長　報　告

１．6回理事会が12月6日(火)に開催されましたので報告
　をいたします。
　①会計報告　　
　　異議なし

　②下期会費請求について(12月のレート138円)<承認>
　　年会費　　　　　　85,000円
　　R財団ポリオ　　　　2,070円
　　RI分担金 　　　　　4,830円
　　米山奨学会(普通)　　2,000円
　　地区分担金　　　　12,590円
　　米山奨学会(特別)　　5,500円
　　分区分担金　　　　 2,500円
　　ロータリーの友　　　1,320円
　　R財団寄付　　　　 10,350円
　　周年特別基金　　　 8,000円
　　青少年交換事業　　 2,000円
　------------------------------------　　　　　　　　
　　合　　計　　　　 136,160円　
　＊但し、12月のレートで算出しているため、1月のレ
　　ートが確定次第それに準じて請求書を発行します

　③新入会員及び新入会員の委員会所属について<承認>
　　＜新入会員の承認＞
　　　㈱I.S.N　代表取締役　丸木聡美様
　　＜新入会員委員会所属について＞　
　　　江藤会員　親睦委員会
　
　④駅前花壇の看板について<引き続き検討>
　　公共イメージに呼びかけ具体案を作る。
　　周西中の看板は新しくして、楕円の看板は別途　
　　テーマを定期的に貼り換えていってはどうか?　　

　⑤新年初例会開催について<承認>
　　日時：1月16(月)夜間例会 18時～ 会費：6,000円
　　還暦の抱負…該当者なし
　　年男/年女の抱負…内藤会員・猪瀬会員・
　　　　　　　　　　秋元ゆかり会員・川村会員・
　　　　　　　　　　外山会員・福島会員



　　　場所…ハミルトンホテル上総
　　　かずさ青年会議所の招待。

　⑥次年度理事について　
　　本日の総会にて岡野指名委員長より発表いただき
　　会員の皆様にご承認いただきます。

　⑦国際奉仕委員会より<報告>
　　浄水器寄贈を予算内で実施。コロナ禍で現地に向
　　かうのは難しいので予算30万円を送金し、現地で
　　購入してもらう。

　⑧第5グループ今後の行事及び周年記念式典の開催
　　日程について<報告>
　　2月18日(土)
　　　IM(インターシティミーティング）
　　2月23日(木:祝日)
　　　木更津ロータリークラブ創立70周年記念式典
　　3月11日(土)
　　　木更津東ロータリークラブ創立55周年記念式典

　⑨その他<報告>
　　次回新理事会
　　　本日例会終了後
　　次回理事会
　　　1月16日(月) 17時15分～ ハミルトンホテル上総
　　＊本日の総会にて、会計より収入、支出について
　　　中間報告

２．12月7日(水)第5グループ奉仕プロジェクトの懇親会
　が東京ベイプラザホテルにて開催されました。
　出席された大川幹事、大森俊介副幹事お疲れ様でし
　た。

３．12月10日(土)次年度地区委員長会議がホテルニュ
　ーオータニ幕張にて開催されました。
　出席された次年度地区職業奉仕委員長の鈴木会員
　お疲れ様でした。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(12月号)
３．君津ロータリークラブ収支実績表(中間報告)
４．陶彩葉さんのマンスリーレポート

〈報　告〉
１．12月18日(日)第3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～16時50分
　　場所：千葉市文化センター9階　会議室2、3
　　出席：青少年奉仕委員会　茂田委員長・内山委員

２．同じく12月18日(日)第3回RYLA実行委員会会議が
　開催されます。
　　時間：13時～
　　場所：富山岩井コミュニティーセンター
　　出席：黒岩会員、内藤会員
　宜しくお願いします。

３．次週19日(月)は忘年例会です。チャリティーバザー
　を予定しております。
　当日、1人2品以上、ハミルトンホテル上総2階へご持
　参ください。

　また、本日例会終了後、新理事会が開催されます。
総会にて承認されました。理事の方は、新理事会にご
出席くださいますようお願いいたします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　 
２．第5グループ週報
３．RLI(partⅠ)セミナー出欠について
４．甲府地区訪問への参加に関するアンケート
５．RYLAセミナーの案内

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友12月号紹介

山内　雅夫 会員

　まず、縦組み5ページに国際
ロータリー会長ジェニファー・
ジョーンズさんのメッセージが
あります。ザンビアでのマラリア
罹患の話です。ザンビアのロー
タリーのリーダーとの対話で、
「マラリアにかかったことのある
人は」と聞くと全員が手を挙げ
たそうです。3度かかった人もい
るとの実態です。マラリアは多くの開発途上国におい
て、病気と死亡の主因の1つであること。ザンビアでマ
ラリアと闘う、「マラリアのないザンビアのためのパー
トナー」が大規模プログラム補助金初の対象として選
択され、2,500人のボランティア医療従事者が地域社会
から選出され活動を開始しているとのことです。この



病気をほとんど知らない我々として、国際的な視野で
やるべきことを考えさせられるメッセージだと感じまし
た。
　12月号は、食事に関する話題が多いです。8ページ
から特集記事となっていますが、今月の特集は疾病予
防と治療月間「ROTARIAN つくるめし」で、お品書き
は「健康めし・元気めし・ゲン担ぎめし」です。全国の
ロータリアンの「イチ推しのメシ」が写真付きで掲載さ
れています。皆さんも参考にされ、気になる「めし」に
ついては味見されてはいかがでしょうか。
　続いて、横組み4ページに「コロナ禍とワンヘルス」
と言う記事があります。日本医師会名誉会長の横倉義
武(よこくらよしたけ)氏による、今年の3月に行われた
2700地区第7グループのIM講演の内容です。
　新型コロナは、2019年12月頃に中国の武漢市で初感
染が確認され、今年3月時点で感染者数6億人、死亡者
が700万人に迫っていたものです。この新型コロナウイ
ルスは変異をしやすく2週間で1回程度の速度で変異を
しているそうです。オミクロン株はデルタ株の3倍感染
力が強く重症化しにくいとのことですが、このオミクロ
ン株はいくつものルートで海外から入ってきており、5
ページ9行目にあるようにグローバル化が進む中で「遠
いどこかの国」で発生した「何か怖い病気」では済ま
ないのが現代であり、グローバルな感染対策が必須の
時代となってきています。
　感染症とは、病原体、いわゆる病気を起こす小さな
生物が体内に侵入し症状が出る病気のことを言います
が、その症状の発生有無は病原体の感染力と体の抵抗
力とのバランスで決まります。感染症の中でも「動物
由来感染症」は動物から人間へ移る感染症を表す言葉
で「人獣共通感染症」とも言うようです。動物への感
性症については獣医学が対応してきましたが、動物か
ら人へ伝播する動物由来感染症は医学と獣医学が協力
して対応することになります。6ページ最初にあるよう
に動物由来感染症は200種以上あり、有名なものは、狂
犬病、ペスト、エボラ出血熱、そして新型コロナだそう
です。
　感染を阻止するためには感染源、感染経路、宿主(や
どぬし)の3つに対する策が必要です。したがって人間、
動物、環境の三方面からのアプローチにより感染を防
ぐことが喫緊の課題となっています。そのためのキー
ワードが「ワンワールド・ワンヘルス」という考え方だ
そうです。人間、動物、環境(生態系)この3つの健康は
「ワンヘルス」、繋がったものとする考え方で、医療に
おいては古くから伝えられてきたもので決して新しい
考え方ではありませんが改めて注目されてきました。
大規模な森林伐採や急速な都市化によって、森林の中
で生息していたウイルスが人間社会に侵入し、新たな
感染症が急速に世界に広がっています。2段目中央に
あるように、「ジャングルの奥地にひそかに生息してい

る微生物を、人間社会に持ってきてはいけない」と言
う点が重要だ。環境を守ることは、感染症を防ぐ効果
もあるということに留意なさってくださいと、コメント
されています。
　7ページ目の最後にあるように、免疫を高めるために
は日々の生活が重要であり、ポイントは5つ。①適度な
運動、②ぐっすり眠ること、③食事は栄養バランスを
大切に、④入浴で体を温めること、⑤思いっきり笑うこ
と、だそうです。1つずつは簡単ですが5つの項目を揃
えることが案外難しいことかもしれません。
　8ページ目の下段にあるように、新型コロナは今後ど
のように収束するかはわかりませんが、切迫する問題
が山積みになっている世界において、ロータリアンとし
て単なる傍観者ではなく、自ら行動する責任がありま
す。大きな戦争が始まっていますが、十全に病と闘っ
ていくためにも、まずは平和を推進せねばなりません。
1日も早くこの病がまずは収束することを祈ります、と
結ばれています。
　9ページからは、この人を訪ねてのコラムで「尾崎
康」さんが取り上げられています。浦和中ロータリー
の会員で弁護士の方なのですが、歌手「尾崎豊」さん
のお兄さんだそうです。家族としての弟、薬物過剰摂
取で亡くなった歌手としての「尾崎豊」の存在につい
て述べられています。11ページ上段にあるように、「豊
は人生の真実を求めて生き、そして死んで行った。僕
も「本当のこと」が知りたい。死ぬまでに分かりたい。
こういう気持ちこそ豊が僕に遺してくれた最大のもの
だ。」と感じ、新しい人生へ踏み出されたとのことで
す。
　それまで学習塾で働いておられましたが、弟さんの
死後は弁護士となり少年事件を多く手掛けられ、その
後、法律を扱うのだから全ての立場を経験した方が良
いと考え、弁護士から裁判官となられています。裁判
官はトップエリートで法律には詳しいが、世間をあまり
知らないままに法廷で人を裁くことになる人が多いそ
うです。裁判で1番重要なのは事実の認定。10年間くら
い経験を積んだ弁護士から裁判官を選ぶのが良いので
はないかと考えているとのコメントがあります。5年間
裁判官をされ、また弁護士に戻られています。周囲の
方からのコメントでは、尾崎豊さんの反骨精神は兄貴
譲りかもしれないと言わしめる、強さをお持ちのお兄さ
んの話題です。尾崎豊さんの裏話としても興味い内容
だと思いました。
　ご紹介は以上ですが、今回、ロータリーの友をしっ
かり読ませていただきました。非常に勉強になりまし
た。来月以降も興味深く読んでいこうと思います。
　本日はご清聴ありがとうございました。



委員会報告
職業奉仕委員会
「周西中学校への出前授業報告」

小関　常雄 委員長

　12月8日(木)に周西中学校へ伺
い、1学年79名を対象として多
くの会員企業や米山奨学生であ
るウニバト氏にもご参加いただ
き、創意工夫した以下7講座を開
催いたしました。
　　
　①留学生から見た日本とモン
　　ゴルの相違点について
　②知ってそうで知らない?鉄のすごさ!
　③電気をつくる仕事
　　　～わたしたちのくらしを支える電気～
　④製鉄所内のエコな仕事
　⑤磁気の不思議
　⑥情報技術を使った設計の仕事
　⑦施工管理・現場監督の仕事
　　　～(基本編)「足場」を組み立ててみよう!!～

　コロナの影響で講座開設を諦められた会員企業や
講師を変更せざるを得なかった会員企業もございまし
たが、各講座では多くの質問もあり充実した「出前授
業」であったと認識しております。コロナ禍での開催と
なり学校側の協力に感謝したいと思います。各教室で
の授業や体育館での全体式の進行も生徒さんが緊張し
ながらも実施しており良い刺激になったものと考えて
おります。
　また、現場にお越しいただいた武田会長は3年生の
生徒から「私達はコロナの影響で出前授業を受けるこ
とができなかったので1、2年生が羨ましい」と言われ
たそうで今後とも工夫し「出前授業」を継続していき
たいと感じました。
　今後は、1月25日(水)に八重原中学校1年生、2月9日
(木)に周西小学校6年生を対象として「出前授業」を行
う予定ですので会員の皆様にはご協力のほど、宜しく
お願いいたします。

年次総会
武田　富士子 会長

　　これより年次総会を開催いたします。
　まず、定款第7条第2節に基づき、現年度の収支と支
出を含む中間報告を会計の藤代会員より発表をお願い
します。

　次に、クラブ細則第5条第1節に基づき、次年度の役
員及び理事の選出を行います。次年度の役員および理
事候補者を岡野指名委員長より発表していただきます
のでお名前を呼ばれた方は前へお進みください。

　　次年度会長  福田　順也 会員
　　次年度会長エレクト 佐々木昭博 会員
　　次年度幹事  大森　俊介 会員
　　次年度会計  野中慎太郎 会員
　　次年度S.A.A. 平野　寛明 会員
　　次年度副幹事 宮嵜　　慎 会員
　　次年度直前会長 武田富士子 会員
　　次年度理事  伊藤　　彰 会員
　　次年度理事  釼持　純一 会員
　　次年度理事  秋山　大輔 会員
　　次年度理事  髙橋　雄一 会員
　　次年度理事  荒井潤一郎 会員
　　次年度理事  秋元　直樹 会員
　　次年度理事  篠塚　知美 会員

　以上14名です。会員の皆様、拍手をもってご承認を
お願いいたします。(全員一致で承認)

　それでは、次年度会長に就任されます、福田会長エ
レクトより御挨拶をお願いいたします。



会長エレクト挨拶
福田　順也 会員

　 こんにちは。今年度、会長エレクトを仰せつかって
おります福田順也です。昭和46年8月25日生まれの乙
女座、A型、51歳です。平成27年8月24日に武田会長、
佐々木会員と共に入会しました。職業分類は、給排水
工事です。入会してまる7年、次年度入会8年目の年に
して会長職を務めさせていただきます。どうぞ宜しく
お願いいたします。
　思い返せば5年前、私が当クラブに入会して2年目で
ロータリーのことは右も左もわからない私に、当時の隈
元会長、荒井幹事から「荒井会員が会長の際に、幹事
をやってみないか?」とお誘いがありました。荒井会員
からは「宜しくね!」と一言。幹事を引き受けることは、
数年後に会長職を努めなければならない。それが君津
RCの暗黙のルールと聞いておりましたが、荒井会員の 
「宜しくね!」その一言で当時のお誘いを引き受け、は
や6年が経ちました。そんな2人には、入会当時から今
日まで大変お世話になっております。いつもありがとう
ございます。因みにお2人のお計らいで、数年先まで君
津RCの会長職は決定しております。君津市RCは、安
泰です。
　先月の7日、岡野委員長はじめ武田会長、大浦副会
長、大川幹事、荒井委員長、内山委員、永嶌委員、隈
元委員、私で、指名委員会が開催され、次年度の理事
14名がご指名されました。本日の例会後、早速第1回の
新理事会が開催され、次年度理事、各会員の委員会の
所属、また、次年度ロータリー財団委員長の選出を審
議させていただきます。来年の2月6日には、第2回新理
事会、次年度までの準備期間に新理事会が現新理事会
含め、計6回開催されます。
　何分、このような役職は不慣れではございますが、
大森幹事、理事の皆様、会員の皆様、事務局のご協力
をいただきながら、次年度に向けての準備期間含め約1
年半、会長職を精進してまいります。
　また、諸先輩方のご指導、ご鞭撻のほど、どうぞ宜
しくお願いいたします。
　以上、挨拶とさせていただきます。

クラブ協議会
上半期活動報告
S.A.A.

坂本　直樹 S.A.A.
発表代理　岡野　祐 副S.A.A.

　S.A.A.の上期活動報告をさせ
ていただきます。
　S.A.A.は、岡野会員、木内会
員、外山会員の3名と共に計4名
で毎回の例会の進行、会場監督
を行っております。
　上期の中では、通常例会の
他、袖ケ浦RCとの合同例会やガ
バナー公式訪問等がありました
が、活動方針に沿って「例会場の品位を保つ」よう会
場監督として努めてまいりました。
　活動計画については、例会運営に関して8項目掲げ
ておりますが、いずれも秩序正しく楽しい雰囲気の中
でスムーズに例会が進行できるよう心掛けておりま
す。
　毎回、例会プログラムに沿って遅延なき進行に努め
ておりますが、卓話の回において予定時間を少し余ら
せ例会が終了するケースがしばしばあるので、親睦委
員会とも連携の上で卓話をいただく方へはできる限り
定時進行へご協力いただけるようお願いをしてまいり
ます。
　下期に向けましても、委員会内での相互協力はもち
ろんのこと、引き続きより良い例会の雰囲気づくりに
努めてまいりますので今後とも会員皆様のご協力をお
願いいたします。

クラブ管理運営委員会
大浦　芳弘 委員長

　「各委員会の活動目標に合
わせ、適宜必要な支援と協力を
行う」、「各委員会の活動状況
を把握し、各種企画に対する会
員各位の積極的な関わりを促
す」、「会員相互の交流や親睦
の深化に資するべく、諸活動へ
の提言及び提案を行う」を当委
員会の活動計画としています。  
　上半期は、一部内容の変更等が必要になった活動
もございましたが、各委員会の委員の皆様の周到な準
備、そしてなにより会員の皆様方のご協力により、各
委員会で計画した活動はほぼ計画通りに行えたと思っ
ております。



　下半期も、各委員会での活動が計画通りに実施でき
るように微力ながら支援と協力を行ってまいります。
　活動を行っていく上でのご希望等がありましたらご
遠慮なく言っていただければと思いますので、引き続
き宜しくお願いいたします。

親睦委員会
秋元ゆかり 委員長

　皆様こんにちは。親睦委員長
の秋元です。親睦委員会の上期
の活動を報告させていただきま
す。通常例会、夜間例会の開催
の際には、例会受付当番、ニコ
ニコBOXの発表等、委員の皆様
と連携を取り、協力し合い行っ
てまいりました。
　親睦行事としては、姉妹クラ
ブである甲府東RCとの合同例会、交流会の開催、会員
卓話、外部からの卓話も副委員長、委員の皆様のご協
力のもと、定期的に実施することができました。
下期も引き続き委員会の皆様と協力し合い、活動を
行ってまいりたいと思います。皆様、ご協力のほど宜
しくお願いいたします。

会員増強委員会
福田　順也 委員長

＜活動方針＞
　クラブ運営方針に基づき、各
委員会のご協力をいただき、会
員増強に努め5名の増強(内2名
女性)、2025年までに女性会員を
クラブ総数の20％にする。

＜活動計画＞
１．ロータリーの理念を理解し、
　奉仕活動に意欲のある人を選出・勧誘をする。
２．会員増強月間で会員の協力を得て、新規会員の推
　薦を強化する。
３．クラブから委託された職務を検討し、委員会の決
　定事項を理事会へ報告する。
４．女性会員の増強をする。
５．青年会議所をはじめ、様々な団体に所属している
　方、退会された方を勧誘する。

　今日現在、増員1名、入会予定者2名、内1名女性会
員となっております。残り半年、会員増強委員会の皆

様、会員様のご協力、宜しくお願いいたします。

R情報委員会
内山貴美子 委員長

＜活動方針＞
　入会者にオリエンテーション
を行いロータリーの楽しさ、歴
史、奉仕の理念、目的、会員と
しての責務をわかりやすく情報
提供し、ロータリー会員としての
知識を深めてもらう。全ての会
員のロータリー知識の向上に努
める。

＜活動計画に対する活動報告＞
１．入会候補者、および新入会員にロータリー情報を
　提供しロータリーの制度について理解してもらう。
　＊入会者にロータリー情報を提供しました。
　＊引き続き入会候補者、および新入会員にロータリ
　　ー情報を提供しロータリー制度の理解に努めます。
２．地区、グループ等が主催する諸行事の積極的な参
　加を促進する。
　＊諸行事の積極的な参加を促進しました。
　＊引き続き諸行事の積極的参加を促進します。
３．入会年数の少ない会員に向けてロータリー活動に
　対する理解、関心を深める研修セミナーの参加を促
　進する。
　＊研修セミナーの参加を促進しました。
　＊引き続き研修セミナーの参加を促進します。
４．ロータリーのプログラムの変化について素早く会員
　に情報を提供し、知識普及に努める。
　＊素早く会員に情報を提供しました。
　＊今後も素早く会員に情報を提供します。
５．ロータリーを身近に感じ、クラブ活動の参加が楽し
　くなるよう、会員及び会員候補者が交流する機会を
　積極的に提供すると共にロータリー活動をする仲間
　を増やすよう呼びかけてもらう。
　＊機会の積極的交流と呼びかけをしました。
　＊引き続き会員及び会員候補者が交流する機会を提
　　供し、ロータリー活動をする仲間を増やすよう呼
　　びかけてもらいます。



公共イメージ向上委員会
川村　優子 委員長

＜上期報告＞
１．今年度活動方針は、ロータ
　リーの目的を踏まえて、地域
　のクラブや会員への情報伝達
　、及び地域社会に対して「ロ
　ータリーは何をしているのか」
　を伝え、ロータリーのイメージ
　を向上させることに努める。
　クラブホームページ、メディ
　ア、会報等を通じて、社会奉仕、職業奉仕、青少年
　奉仕等の奉仕活動報告の拡充を図り、地域社会の認
　知度を高める。
　また、ロータリーの広報誌「ロータリーの友」の紹介
　を通じて、内外のロータリアンの活動を知ると共に、
　奉仕の理想を育む事を推進する。

＜活動計画と実績＞
１．クラブホームページの内容を充実させ、会員更には
　地域の閲覧者の増加を図る。
　→未着手。今後は、皆さんに感心を持っていただけ
　　るようなロータリークラブの活動を記事にして　
　　アップさせたいと思います。
２．地域メディアの活用や市の広報への働きかけを通
　して、ロータリー活動について地域社会の認識を高
　めていく。
　→当クラブ活動の認知度を高めるためにはfacebook等
　　のSNSを利用していこうと考え「国際ロータリー
　　第2790地区大会」「枝豆収穫祭」また成田国際空
　　港での「ポリオ根絶イベント」の開催について投
　　稿しました。
３．当クラブ活動内容について、「ロータリーの友」或
　いは地区ロータリーホームページへの記載を図る。
　例会およびクラブ活動内容について、会報の作成、
　内容の充実を図る。
　→未着手。今後は直近で行われた駅前花壇花植え
　　作業や出前教室などの奉仕作業について投稿した
　　いと思います。
４．「ロータリーの友」の記事内容について、当委員会
　の委員持ち回りにて各月例会において紹介を行う。
　→委員持ち回りで記事の紹介を実施中。委員持ち回
　　りで紹介することにより、委員自らのロータリーク
　　ラブへの認識を改める機会となりました。

奉仕プロジェクト委員会
福田　順也 委員長

＜活動方針＞
　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕の4つ
の委員会のサポートをする。

＜活動計画に対する活動報告＞
１．社会奉仕委員会
　花植え作業をはじめ、地域社会に対する諸責務を遂
　行できるようサポートする。
　＊11月21日(月)例会後、周西中学校との花植え作業
　　は当日、悪天候のため、花壇の状況が悪く翌日に
　　延期となり、当日は残念ながら参加することはで
　　きませんでした。
　　内藤社会奉仕委員長はじめ、会員様のご協力で無
　　事に終えることができました。ありがとうございま
　　した。来年5月22日の花植え作業に向けてサポート
　　させていただきます。
２．国際奉仕委員会
　スリランカ支援事業をはじめ、他の国に支援できる
　か考案する。
　＊スリランカ支援事業は、平野国際奉仕委員長が、
　　元会員の大住さんより引継ぎ継続中です。他の支
　　援も、次年度に向けて考案したいと思います。
３．職業奉仕委員会
　当クラブの代表的な奉仕活動の1つである、出前教
　室には最大限のサポートをする。
　＊小関職業奉仕委員長のお計らいで、第１回目が12
　　月8日(木)周西中学校において、7講義開催されま
　　した。大好評でした。小関会員ありがとうござい
　　ました。2年前、私が幹事の際には、コロナの影響
　　のため出前教室は開催されず、私自身初めての参
　　加でした。とても勉強になりました。2回目：1月25
　　日八重原中 10講義、3回目：2月9日周西小 11講義
　　を予定しております。周西小学校の出前教室は、
　　弊社もTOTOさんの協力をいただいて講義をさせ
　　ていただきます。
４．青少年奉仕委員会
　青少年育成プログラム(RYLA)は地区を牽引する事
　業であるので全面的にサポートする。
　＊今年度のRYLAは、当クラブから木内会員、藤田
　　会員が参加するとのことです。
　　私自身も2度参加させていただきました。まだ参加
　　されてない会員のお誘いをお手伝いします。大森
　　副幹事いかがでしょうか?



社会奉仕委員会
内藤　智介 委員長

7月、8月
　前年度駅前花壇の除草作業お
よび水撒き等のメンテナンス。
委員会だけでは手に負えず皆様
のご協力に感謝です。
9月
　君津警察署交通課職員による
君津市の交通情勢の卓話の依頼
及びアテンド。
10月
　枝豆収穫祭を実行。平野会員によるテント等の設営
へのご協力に感謝です。
11月
　駅前花壇の花植え準備及び周西中生徒との駅前花
壇の花植え。畝作りには小幡さんの長年に渡る多大な
貢献に感謝です。
12月
　忘年例会のバザー準備、及び愛児園でのクリスマス
プレゼントを予定しています。
　社会奉仕活動では、多くの方のご協力とご参加して
いただき上記の活動を実施できました。どれも楽しい
思い出となり感謝しております。

国際奉仕委員会
平野　寛明 委員長

＜上期活動報告＞
１．10月15日(土)
　枝豆収穫にてポリオ根絶を目
的とした募金活動をする。
２．11月10日(木)
　スリランカ浄水器寄贈。30万
円をコスモス奨学金に送金す
る。
　11月26日(土)
　コスモス奨学金 代表 鈴木康夫様、メルビン氏とお
　会いし、配布の方法、配布先などの説明を受ける。
　スリランカには12月15日(木)頃行く予定。
　現地到着後、浄水器寄贈の活動をする。

職業奉仕委員会
小関　常雄 委員長

　活動計画に則り、会員の持つ
職業上の手腕を発揮し、地元企
業の活動が如何に社会に貢献し
ているかを地元の小中学校生へ
伝える「出前授業」を実施して
おります。
　年度内目標3回に対しまして、
先ずは12月8日(木)に周西中学校
へ伺い、1学年79名を対象として
多くの会員企業や米山奨学生であるウニバトさんにも
ご参加いただき、7講座を開催いたしました。コロナの
影響で講座開設を諦められた会員企業や講師を変更せ
ざるを得なかった会員企業もございましたが、参加企
業の皆さんが創意工夫し授業を実施していただき、生
徒の皆さんからも多くの質問が出されたとお聞きして
おり、生徒さんにとって良い刺激になったものと考え
ております。
　今後は、1月25日(水)に八重原中学校1年生、2月9日
(木)に周西小学校6年生を対象として「出前授業」を行
う予定です。また、3月6日(月)の例会において参加企業
の講師の皆さんから「出前授業」を紹介していただく
予定ですので会員の皆様にはご協力のほど、宜しくお
願いいたします。

青少年奉仕委員会
茂田　秀和 委員長

 上半期、青少年奉仕委員会の
活動は、ほぼ青少年交換プログ
ラムのサポートにつきました。し
かし多くは、カウンセラーの内山
さん、ホストファミリーの皆様の
ご尽力のおかげです。心よりの
お礼と、後の半年のご協力をお
願いします。
　OBSの彩葉さん、IBSのリア
さんとも貴重な経験を重ねているものと思われます。
　活動計画の中に記載はありませんが、私の勝手な活
動で、当クラブスポンサーのインターアクトクラブがで
きないかを、翔凜高校に話を始めていることは10月の
ガバナー公式訪問時に発表させていただきましたが、
勉強不足のため正式なプレゼンには至っておりませ
ん。当地域でインターアクトの活動をしている木更津
東RCの方にお話は聞かせていただきました。インター
アクトクラブ設立時の高校の理事長が、木更津東RC
のメンバーであったため設立までスムーズだったこと、



昨今はコロナ禍の影響でクラブ活動が鈍化しているこ
と、青少年奉仕委員会の活動は、ほぼほぼインターア
クトプログラムがメインであること等をお伺いしまし
た。今後、スポンサークラブとの関わり方、年間事業
予算等具体的に調べていきたいと思っております。本
日、次年度理事も承認されたことを受け、次年度委員
会と連携を取りながら進めていきたいと思っておりま
す。
　最後に、他のクラブや地区の方達とお話しする機会
を多くいただきました。活動方針にある、プログラムを
通じて奉仕プロジェクトやロータリー自体への理解を
深めるということについて、私だけ役得をしてしまって
いるように思います。スミマセン。下半期にはRYLAに
出席予定の木内君、秋元(直樹)君はじめ、委員会のメ
ンバーにも伝播できるよう活動していきたいと思いま
す。

ロータリー財団委員会
髙橋　雄一 委員長

＜活動報告＞
　今年度、上期活動報告をさせ
ていただきます。
　はじめに9月11日、リモートに
てロータリー財団委員会のセミ
ナーに参加させていただきまし
た。地区補助金やグローバル補
助金等、ロータリー財団の仕組
み等を勉強させていただきまし
た。
　年次寄付を150ドル/人とする。については、上期に
て半分を会員の皆様よりいただき、下期に繋げていき
たいと思います。
　財団BOXを設置し支援金の協力を広める。では、今
後、募金BOXにてご協力をお願いしたいと思いますの
で宜しくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 今どきのお子さんの名前は難しいと
会長挨拶で申しましたが、①陽葵
(ひまり)②凛(りん)③結菜(ゆいな)…
⑥陽菜(ひな)さんと2022年の女の子
の名前ランキングです。男の子は①
碧(あお)②陽翔(はると)③蒼(あおい)
とありました。モダンな名前ばかり
でした。歳の差をますます感じてし
まいました。

大川　裕士 谷川様、丸木様、森様、来訪ありが
とうございます。

谷川　有司 来年から宜しくお願いします。
倉繁　　裕 記念日のお花、お送りいただきあり

がとうございました。8日の周西中
学校の出前授業、皆様お疲れ様でし
た。生徒の皆さんが楽しそうに参加
している様子を見ても、継続してい
くことが大事であると改めて認識し
ました。

秋元ゆかり 皆様こんにちは。2週連続例会欠席
をしました。久しぶりに出席をし、
皆様にお会いできてまた元気をいた
だきました。

安田　　学 周西中学校出前教室に参加した皆
様、お疲れ様でした。サッカー日本
代表、感動をありがとうございまし
た!

中野　賢二 本日は17時から君津駅南口イルミ
ネーションの点灯式です。2月14日
まで実施しておりますので、ぜひ見
に行ってください。PS.出前教室の
関係者の皆様ご苦労様でした。

山内　雅夫 日本国内の民間ベンチャーであるア
イスペース社(ispace社)の月面探索
機が無事発射されました。「民間初
の月面着陸」を目指すとのことで
す。宇宙での生活という、人類の夢
に向けた第一歩となる素晴らしい技
術です。今後の成果を楽しみにした
いと思います。

藤田　章博 出前教室に参加した方々、お疲れ様
でした。個人的にとても楽しく講義
をすることができました。また次
回、宜しくお願いいたします。

野中慎太郎 職業奉仕委員会の皆様、周西中学校
の出前教室お疲れ様でした。

篠塚　知美 先日の出前教室に参加された皆様、
お疲れ様でした。お手伝いに行けず
すみません。

馬場　孝弘 最近冬らしく寒くなってきました。
体調管理に気を付けていきましょ
う。

小関　常雄 谷川様、丸木様、森様、ご来訪あり
がとうございます。

秋元　直樹 職業奉仕委員会の出前教室に参加さ
れた皆様ありがとうございました。
山内会員ロータリーの友の紹介あり
がとうございます。

松浦　広樹 師走の忙しさに加え、今年はコロナ



感染の影響で忙しい日が続きますが
頑張りましょう。

平野　寛明 I.S.N丸木様、㈱コイト谷川様、
MORIHANA森様、ご来訪いただき
ありがとうございます。

早見　秀一 小関委員長、出前教室大変お疲れ様
でした。次回以降、参加させていた
だきますので宜しくお願いいたしま
す。

大浦　芳弘 昨年12月13日のニコニコボックス
の内容を再確認すると、「今年も
あと3週間足らず、いよいよ次週は
忘年例会ですね。今年もコロナ、コ
ロナで1年が終わってしまいそうで
す。」となっていました。コロナに
おける行動制限見直し等の緩和がな
されたものの今年もコロナに明け暮
れた1年になってしまいました。次
週の忘年例会は、最大限のコロナ対
策を実施しつつ、最大限にはめを外
したいと思います。引き続きロータ
リー活動に注力します。

福田　順也 ㈱I.S.N丸木様、MORIHANA森様、
ようこそ君津RCへ。

宮嵜　　慎 年次総会お疲れ様でした。谷川様、
丸木様、森様ようこそ君津RCへ。

隈元　雅博 谷川さん、森さん、丸木さんようこ
そ君津RCへ。ご入会の際は、共に
頑張ってまいりましょう!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!

大森　俊介 年次総会お疲れ様でした。谷川様、
丸木様、森様ようこそ君津RCへ。
一緒に活動できること楽しみにして
います。

廣田　二郎 12月8日周西中の出前教室の講師を
された方お疲れ様でした。ウニバト
君も中学生にキャーキャー言われて
喜んでいました。

内藤　智介 昨日、息子の僚亮が初めて歩きまし
た。妻の元から私の元への僅かな距
離ですが、とても感動しました。

内山貴美子 出前教室に参加されました皆様あり
がとうございました。谷川様、丸木
様来訪ありがとうございます。

福島　大介 日に日に寒さが増しています。体調
に気を使いながら年末に向け頑張り
たいと思います。皆様もお体ご自愛
くださいませ。

秋元　政寛 出前教室ご参加の皆様、お疲れ様で

した。ありがとうございました。
藤代　公成 今年もあと半月。ワールドカップで

寝不足の日々が続きますが、頑張り
ます。

佐々木昭博 ㈱コイト谷川様、㈱I.S.N丸木様、
森花森様、君津RCへようこそ!入会
お待ちしてます。

髙橋　雄一 先日、出前教室に参加された会員の
皆様、大変お疲れ様でした。

常住　賢二 早いものでもう師走ですね。コロナ
も4年目になります。年をとると本
当に時が過ぎるのが早く感じます。

伊藤　彰 先週は数年ぶりに遠方出張を日帰り
で実施した際から全身筋肉痛になっ
てしまいました。健康もさることな
がら体力も増進しなければと痛感し
ている今日この頃です。



周西中学校出前教室の様子(R4.12.8)

ウニバト君『留学生から見た日本とモンゴルの相違点について』 小関会員『知ってて知らない?鉄のすごさ!』

常住会員『情報技術を使った設計の仕事』 原田会員『電気をつくる仕事』

全体式での武田会長挨拶

倉繁会員『磁気の不思議』 藤田会員『施工管理・現場監督の仕事～(基本編)足場を組み立てよう』

高島会員『製鉄所内エコな仕事』


