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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
それでこそロータリー
(演奏：藤平姫奈ちゃん)
伊藤　　彰会員
加藤 弘之様(東京神宮ロータリークラブ)
能城 京子様(木更津ロータリークラブ 幹事)
大川 健士様
(木更津ロータリークラブ 会長エレクト)
重城 敬子様(木更津ロータリークラブ)
原田江津子様(　　　 〃　　　　　)
藤原 久美様(　　　　〃　　　　　)
東　 瑞穂様(　　　　〃　　　　　)
宮寺 順子様(木更津東ロータリークラブ)
丸木 聡美様(㈱I.S.N 代表取締役）
ウニバト様（米山奨学生）
リア・ロハン・グルジャール様
（青少年交換留学生）

【スリランカプロジェクトにて浄水器寄
贈にご協力頂いた皆様】
サジーワニー・ディサーナーヤカ様
　　〃　　　ご令嬢　さゆり様
　　〃　　　ご令嬢　まゆみ様
メルビンディ シルワー様
ペーマドゥウエー スマンガラ様
クルップ アップハーミラーゲー トゥシャ
ーラミランタ クルップ様
ナヤナーナンダ ジャヤスンダラ様

【会員社員の皆様】
牧野 邦江様(濱田重工㈱)
岡田 智子様(三島光産㈱)
榎本 路子様(日本製鉄㈱)
渡邉　 恵様(　　〃　　 )
北風 晴香様(　　〃　　 )

【当クラブOB】
井家上 進様

【会員ご家族】
内藤 恵美様(内藤会員 令夫人)
  〃　咲蘭様(　　〃　　ご令嬢)
  〃　僚亮様(　　〃　　ご子息)
藤平 紗耶様(藤平会員 令夫人)
  〃　姫奈様(　　〃　　ご令嬢)
  〃　結愛様(　　〃　　ご令嬢)
  〃　煌大様(　　〃　　ご子息)

【スペシャルゲスト】
サックスプレーヤー WAKANA
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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　2022年、今年最後の例会です。今年を振り返ってみ
ました。
　よく皆さんも耳にする、今年をイメージして漢字1文
字にするとどんな「漢字」になるかとあると思います
が、私の場合は「底」です。色々と最悪なことが重な
り、この1年とても大変でした。そんな時の会長職、本
当に出来ないとお断りしなければと何度も思い、私の
幹事職の際の会長である内山貴美子会員には何度か相
談に行きました。でも、船は港を離れ出航してしまいま
した。たすきを掛けました。であるならば、頑張るしか
ないのです。船は一人で漕いでるわけではなく、皆さ
んのご協力があってのことです。皆様と会い、この場
に立つと奮い立ちました。今年は「底」だったのです
が、来年は這い上がるしかありません。飛躍の年にし
たいものです。
　そしてこの言葉を思い出しました。「辛い」は「幸」



の途中だよ。もう1つだよ!辛いに「一」を加えると
「幸」になるんだよ!

会　長　報　告

１．本日、ロータリーソング「それでこそロータリー」の
演奏をして下さった藤平姫奈ちゃんをご紹介しま
す。小学4年生です。
3歳からピアノを始め、2020年の時に第39回全日本
ジュニアクラシック音楽コンクールで全国5位の入
賞。今では各コンクールで入賞の実績を持ってお
ります。
後程、懇親会でもピアノ演奏を披露して頂きま
す。

２．米山奨学生ウニバトさんには米山奨学金、青少年
交換留学生のリアさんにはお小遣い、ホストファミ
リーの藤平会員には補助金をお渡しします。

３．12月18日(日)、第3回青少年交換オリエンテーション
が開催されました。当クラブからは青少年奉仕委
員会より茂田委員長、カウンセラーの内山会員、ホ
ストファミリーの藤平会員が出席されました。お疲
れ様でした。

４．本日入口に設置した検温器と消毒の機材は秋元ゆ
かり会員よりお借りしました。ありがとうございま
した。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

〈報　告〉

１．明日12月20日(火)、本日のチャリティーオークション
で集まった募金を歳末助け合い募金として千葉県
共同募金君津市支会へ届けてきます。
出席者は、武田会長、社会奉仕委員会の内藤委員
長、私(大川幹事)、事務局　高島さんです。よろし
くお願いします。

２．12月23(金)きみつ愛児園へクリスマスプレゼントを
届けます。
今年も、コロナ禍の為クリスマス会は中止になりま
したが、サンタになって各クラスを訪問し、子供達
一人一人にプレゼントを届けます。
当日は武田会長、社会奉仕委員会の内藤委員長、

髙橋副委員長、内山会員、事務局 高島さんで訪問
します。

３．次週12月26日(月)は、年間プログラム通り休会で
す。また、1月9日(月)も休会となっております。新
年初例会は、夜間例会です。
1月16日(月)点鐘18時00分です。ハミルトンホテル
上総にて開催します。お間違いないようお願い致
します。
なお、例会前17時15分より第7回理事会が開催され
ます。理事の方はご出席下さいますようお願い致
します。

４．1月12日(木)に君津商工会議所主催の新春賀詞交歓
会が開催されます。
場所：君津市民文化ホール
時間：15時(受付：14時15分～)
出席：武田会長
よろしくお願いします。

５．1月14日(土)地区新春講演会が開催されます。
場所：TKPガーデンシティ千葉4階コンチェルト
点鐘：14時(受付：13時30分～)
出席：武田会長、大川幹事、福田会長エレクト、大
森副幹事
よろしくお願いします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報はお昼の例会の際

にまとめて回覧します。
２．甲府地区訪問への参加に関するアンケートについ

て
３．新年例会の出欠の案内

国際奉仕委員会
スリランカ浄水器寄贈に対する御礼

松戸西ロータリークラブ奨学生(2011年～2013年)
サジーワニー・ディサーナヤカ様

　君津ロータリークラブの会長
様をはじめ会員の皆様、こんに
ちは。先程ご紹介頂いたサジー
と申します。よろしくお願い申し
上げます。
　本日は君津ロータリークラブ
にて卓話をする為に機会を作っ
て下さった鈴木様と会長様に
は、心から感謝致します。本日
はスリランカの北部州、アヌラーダプラコスモス奨学金



センターの代表スマンガラ僧侶が来日し、例会にも一
緒に参加させて頂き大変感謝申し上げます。
　私は2013年まで米山奨学金を頂き、千葉大学人文社
会科学研究科にて研究をしておりました。千葉大学を
卒業して言語学博士を取得し、その後日本語教師とし
て日本語学校で教えておりました。その間山武市役所
に採用され、皆様のおかげで山武市の市民自治支援課
に勤めております。
　現在山武市で働く事が出来たのもロータリー奨学金
を頂いたおかげです。山武市は東京オリンピック・パ
ラリンピックの時にスリランカのホストタウンになって
いました。新型コロナの影響を受けて残念ながら2020
年にはオリンピック・パラリンピックの大会は行われま
せんでしたが、2021年にやっと行う事が出来ました。
この期間内に私も山武市もスリランカ交流活動の為に
様々な事で大変苦労しておりましたが、嬉しい事にパ
ラリンピック大会ではスリランカの槍投げの選手が世
界新記録と共に初めて金メダルを獲得しました。今
回パラリンピックに参加した選手は障害を持った方々
で、スリランカの軍人や海軍の方です。
　さて、君津ロータリークラブの皆様のおかげでスリラ
ンカの大勢の里子達にご支援を頂いております。クラ
ブを訪問して皆様の前でお伝え致しますが、君津ロー
タリークラブは大変素晴らしいです。スリランカの子供
達の為に様々なご支援を頂いております。君津ロータ
リークラブと共になれたことは私の人生では宝ではな
いかと思います。君津ロータリークラブにはスリランカ
の大勢の子供達の為にご支援して下さる里親が大勢い
らっしゃいます。スリランカにいらっしゃった里親さん
もいらっしゃいますが、まだの方もいらっしゃるので、
君津ロータリークラブから頂いている様々なご支援に
ついて少しお話させて頂きます。
　まず、君津ロータリークラブの方々が里親さんに
なって下さり、貧しい家庭の優秀な子供達が教育を受
けられるようご支援して下さっている事です。現在そ
の子供達は、医学部、パソコン技術エンジニア学部、
商学専門などで勉強しております。
　君津ロータリークラブから2019年に鈴木様、大住様
が実際にスリランカを訪問して下さいました。その際
に、スリランカの貧しい地域の学校などに訪問して下
さり、水が汚い事について調査する事が出来ました。
その調査で分かった事は、大勢の子供達が腎臓病に
なっている事です。その結果、各学校に綺麗な水を飲
む為に沢山の浄水器を寄付して下さいました。クラブ
の皆様には心から感謝申し上げます。
　それから、スリランカは新型コロナの影響で学校の
授業はオンラインで行われる事になっています。子供
達はオンラインで授業出来る環境ではありませんが、
皆学校の授業がないと勉強が出来なくなります。子供
達は授業に参加する為に必要なパソコンやスマート

フォンなどは持っていません。柏東ロータリークラブの
里親さんが新品のパソコンを買って下さり、スリランカ
まで送って下さいました。クラブの素晴らしさについて
は言葉で伝えきれません。
　私は奨学生だった時に、柏東ロータリークラブの中
村委員長が私を千葉県内にある各クラブへ連れて行っ
て下さいました。中村委員長のおかげでロータリアン
の前で卓話する機会を頂けました。卓話を行ったおか
げで、千葉県内のロータリークラブと輪を繋いでネット
ワークを作り、様々な活動をする事が出来ました。
　スリランカの北部州、学校や病院、日曜学校、お寺
などの50本くらいの浄水器を頂いて大変助かります。
　このように沢山のご支援をして下さっている君津
ロータリークラブに心からお礼申し上げます。これから
もよろしくお願い申し上げます。
　本日は鈴木様より特別にクリスマス例会にご招待を
頂き、本当にありがとうございました。大勢で参加させ
て頂きました。君津ロータリークラブの会長様と幹事
様をはじめ、クラブの会員の皆様にもこの場をお借り
して御礼申し上げます。

委員会報告
米山記念奨学会委員会
「上期活動報告」

谷　浩司 委員長

　今年度も、引き続きウニバト
君にロータリー活動に参加して
頂きました。10月の例会には米
山月間として卓話をして頂きま
した。また、12月の周西中学校
での出前教室にも参加して頂
き、留学についての講話をして
頂きました。今後の出前教室に
も参加予定となっております。
　今後も、ロータリー活動を通して親睦を図ってまい
りたいと思っていますので、引き続き米山奨学会への
ご理解とご協力をお願い致します。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 先週の続きをしてもいいですか?先
日、川柳ノートを見つけました。皆
さんに耳打ちしたくなりました。①
君の名はゆとり世代の名が読めず　
②辞書にない難読難解生徒の名　
とサラリーマン川柳にありました。
「結」と書いて「リボン」と読む。
は先週ご披露しました。「心に結」
と書いて「心結(ミユ)」と読む。



「心に晴れる」と書いて「心晴(コ
ノハ)」と読むなど、聞けば判らん
ではないのですが読めません。もう
一人見つけました。プロゴルファー
の穴井詩(ララ)さんです。「詩」と
書いてララと読む。難読難解だ!

 本日は大勢の方々にご来訪を頂きあ
りがとうございました。君津ロータ
リークラブの会員・家族親睦会・
チャリティーオークションも楽しん
で下さい。

大川　祐士 来訪ロータリアンの皆様、ウニバト
君、リアさん、会員企業・会員ご家
族の皆様、そして遠路遥々スリラン
カより来日されましたスリランカプ
ロジェクトにご協力頂いています皆
様ようこそ君津RCへ!今宵はよろし
くお願い致します。

加藤　弘之 ご無沙汰しております。今宵もよろ
しくお願い致します。明治神宮清掃
もお待ちしております。

重城　敬子 今日は5年ぶりに木更津RCの仲間5
人と参加させて頂きました。5年前
の楽しさが忘れられません。今日も
よろしくお願いします。

井家上　進 今日はご招待頂きありがとうござい
ます。何年振りの出席か分かりませ
んがよろしくお願いします。3月で
退職し、47年間の社会人卒業しまし
た。

丸木　聡美 本日は藤平さんのご紹介で参加させ
て頂きました。今後ともよろしくお
願い致します。

野中慎太郎 本日の忘年会、よろしくお願い致し
ます。

中野　賢二 本日の親睦忘年会はお子様も多く参
加すると聞きました。オークション
とは別にささやかなクリスマスプレ
ゼントを用意しました。光るオモ
チャですが喜んでくれるかな?

小関　常雄 急に寒くなりましたが、体調を崩さ
ずに楽しく過ごしたいと思います。

福田　順也 皆様こんばんは。今年最後の例会
です。1年間大変お世話になりまし
た。来年もよろしくお願い致しま
す。

大森　俊介 本年最後の例会お疲れ様でした。大
変お世話になりました。

安田　　学 初めてのロータリー忘年会楽しみで
す!

篠塚　知美 夜間例会楽しみです。
秋元　直樹 本年も大変お世話になりました。来

年も皆様にとって良い1年になりま
す様、お祈り申し上げます。

永嶌　嘉嗣 1年間どうもありがとうございまし
た。コロナの感染者数増加だけでな
く現場に関係する者として、重症者
が増えているのが気になります。

山内　雅夫 今日は忘年会です。今年起きた色々
な出来事も悪いことは忘れ、来年の
良い事を夢見ていきたいと思いま
す。

倉繁　　裕 本年の忘年会、ご来訪の皆様あり
がとうございます。ワールドカッ
プサッカー、アルゼンチンの優勝
に決まりましたが、出場32チーム
のFIFAの順位付けとして、日本は
9位になっています。まさに、ベス
ト8一歩手前です。4年後に期待しま
す。

大浦芳弘 今年最後の例会ですね。あっという
間の1年でしたが、ロータリー活動
は、ほぼ予定通りに実施出来たと
思っています。来年も会員皆様に
とって幸多き年になりますよう祈念
致します。来年もロータリー活動を
頑張りましょう。

内藤　智介 御来訪の皆様、君津RC家族親睦忘
年会にようこそ!!チャリティーオー
クションご協力ありがとうございま
す。

藤田　章博 家族親睦忘年会楽しみたいと思いま
す!!

隈元　雅博 本日のクリスマス例会大いに楽しみ
ましょう!

宮嵜　　慎 駅前のイルミネーションがとても綺
麗です。中野さんありがとうござい
ます。

佐々木昭博 今年最後の忘年会です。大いに楽し
みましょう!

馬場　孝弘 本日はチャリティーオークション他
楽しく参加させて頂きます。

藤代　公成 ワールドカップの決勝戦を見たので
寝不足ですが、今日は忘年会楽しみ
たいと思います。

吉野　和弘 1年間お世話になりました。
髙橋　雄一 今年最後の定例会、色々お世話にな

りました。今日は楽しんでいきま
しょう!!

廣田　二郎 久し振りのクリスマス家族例会で



す。担当の会員の方々お疲れ様で
す。

谷　　浩司 2022年最後の例会を盛り上げて頂
きありがとうございます。チャリ
ティーも盛り上がり、協力を沢山頂
きました。ありがとうございまし
た。

猪瀬　　浩 本日はオークションに少しでも多く
協力できるように頑張ります。

内山貴美子 本日は大勢のお客様をお迎えしてこ
のように楽しい例会を開催出来て大
変嬉しく思います。皆様来年もよろ
しくお願いします。

秋山　大輔 皆様、本年も大変お世話になりまし
た。来年もよろしくお願い致しま
す。

藤平　洋司 本日は、家族と丸木さんとリアちゃ
んと参加させて頂きました。とても
楽しい時間を過ごす事が出来、あり
がとうございました。皆様、今後も
どうぞよろしくお願い致します。



懇親会の様子(R4.12.19)






