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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　新年おめでとうございます。皆様には、新春をお健
やかにお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
また、日頃からロータリー活動にご理解とご協力を賜り
心から感謝申し上げます。
　ご承知の通り、いまだに終息しないコロナ禍で、物
価の高騰、急速な円高など、難問が山積みになってお
りますが、本年は卯年です。昨年は「底」年と申しまし
た私ですが、今年は「飛躍」の年にし、私達の生活が
大きく「向上」する年になってほしいものと思っており
ます。
　私達君津ロータリークラブも調和を重んじ、元気な
クラブになるように会員の皆様のご協力をお願いしな

がら、共に努めてまいりたいと思います。
　本年が皆様にとって輝かしい年になりますように心
からお祈り申し上げ新年のご挨拶と致します。

会　長　報　告

１．12月20日(火)に、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、私(武田会長)、大川幹事、社会奉
仕委員会の内藤委員長、事務局 高島で届けてきま
した。お疲れ様でした。

２．12月23日(金)に愛児園のクリスマス会に参加し、子
供達にプレゼントを渡してきました。参加された大
川幹事、社会奉仕委員会の内藤委員長、髙橋副委
員長、内山委員、髙島事務局、お疲れ様でした。

３．1月12日(木)に君津商工会議所主催の賀詞交歓会に
私(武田会長)が出席してきました。

４．1月14日(土)に、地区新春講演会がTKPガーデンシ
ティ千葉にて開催されました。当クラブからは、私
(武田会長)、福田会長エレクト、大川幹事、大森副
幹事が出席しました。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．かずさFMより冊子
３．陶彩葉さんのマンスリーレポート(12月号)



〈報　告〉
１．1月19日(木)地区国際奉仕セミナーが開催されま

す。
時間：受付17時30分～　点鐘18時
出席：福田会長エレクト・平野国際奉仕委員長・大

川幹事
＊福田会長エレクトと平野国際奉仕委員長は

Zoom出席、私(大川幹事)は現地に出席し
ます。宜しくお願いします。　　　

２．次週1月23日(月)例会前11時～入会説明会が開催さ
れます。
本日出席されている、丸木様、谷川様、森様、会
長・幹事、R情報委員会、推薦者、事務局はご出席
下さいますようお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次週回覧

＊HPにてご覧になれます
２．木更津RC創立70周年記念事業の出欠の案内
３．甲府地区訪問への参加の案内
４．IMの出欠についての案内

委員会報告
社会奉仕委員会
きみつ愛児園訪問及び歳末助け合い募金の報告

内藤　智介委員長

　皆様にご協力いただいたクリスマスチャリティーバ
ザーの売上の一部を年末の12月20日に歳末助け合い募
金として手渡してまいりました。 
　当日は市役所側より指定された日時に伺ったのに急
遽石井市長が不在となり少々残念でしたが、募金は地
域福祉事業に使用されるとのことなのでより良い君津
市に期待しています。 
　12月23日には私と内山委員と髙橋委員で君津市愛児
園に、クリスマスプレゼントを手渡してまいりました。 
　私が渡そうとすると、子供が怖がって泣き出してし
まい苦笑いするしかなかったのですが、本当に大変な
思いや不安を抱えている子供達のお母さんが大喜び
だったので、今回も心を暖かくして帰ることが出来まし
た。 

親睦委員会
私の記念日・誕生日

プログラム
年男・年女の抱負

内藤　智介会員

　ここ数年、コロナで地獄を見
た内藤です。仕事面では、人
生の魔坂を転げ落ち ボロボロ
になってもまだ止まらない。 と
言った状況の私です。プライ
ベート面でも…。新年からあん
まり言うとドン引きしても困るの
で詳細は省きますがこのような
状況下の私が至った心境は、苦
難や困難は気づきや成長を助け合うことが愛や友情を
育み哀しみは幸せをより深める。と言ったことでした。 
　有難う、難が有ることに感謝する知識として知って
いましたがようやく心からの理解を得ることが出来まし
た。また3度目の正直で息子を授かる迄の、何事も無い
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一日を祈るように重ねたお陰で、只々愛おしく子供と
の時間に幸せを感じています。 
　私の好きな花の桜は、雨風に打たれると散ってしま
うようなイメージがありますが、実際には雨風で散るよ
うなヤワな花ではなく、きちんと生き抜いて寿命を迎え
た花が散っているそうです。 
　コロナ禍で深手を負った私ですが、雨風に負けるこ
となく最後まで足掻き続ける決意を年男の抱負と致し
ます。

猪瀬　　浩会員
　本年4回目の年男を迎えます
猪瀬です。卯年は、過去には大
きな転換期を迎えた年でありま
す。
　私が生まれた1975年にはマ
イクロソフトの設立やベトナム
戦争の終結。1987年において
はブラックマンデーと言われる
ニューヨーク株式市場の大暴落
が発生。1999年には欧州連合11か国によるユーロ通貨
の導入やエリツィン大統領が辞任し、プーチン首相が
ロシア大統領代行。2011年には東日本大震災が発災。
…等と、その後の時代を大きく変化させる事態が発生
している年であります。
　本年においてはコロナ禍・世界紛争の行く末、そ
してSDGsにおけるグリーントランスフォーメーション
(GX)やデジタルトランスフォーメーション(DX)の本格
的な取り組みによって、世界・国内ともに社会情勢の
大きな変化を求められる年となりそうです。
　今年度も非常に舵取りが難しい一年となりそうです
が、卯年生まれは、困難に直面しても決して諦めるこ
となく、何かしらの解決策を見出していく努力を惜しま
ない傾向が強いそうです。私もその卯年生まれの1人と
して、時代の変化に対応していけるよう、この2023年
も頑張っていきたいと思います。

秋元　ゆかり会員
　新年明けましておめでとうご
ざいます。本年もどうぞ宜しくお
願いします。お陰様で4回目の年
女を迎えることが出来ました。
卯年。兎は前足が後ろ足より短
い分、跳躍に優れているので
ぴょんぴょん飛躍し景気が回復
することを願っております。
　今年の抱負は目に見えるもの
よりも、見えないものに意識を向け、ゆかり・ご縁・人
と人との繋がり・感謝の気持ちを忘れずに人間力を磨
き、沢山の方々に喜んでいただき、また、昨年から学ば

せていただいています美と健康産業のお仕事にもチャ
レンジしていきたいと思います。今後とも宜しくお願い
致します。

福島　大介会員
　皆様、明けましておめでとう
ございます。徳山ビルサービス
福島でございます。48歳、4回目
の年男です。
　私の抱負ですが、プライベー
トではここ数年行えていない親
孝行と家族サービスを積極的に
行うことです。単身赴任中で一
緒に過ごす時間が限られていま
すので、計画を立て行動に移したいと思います。
　仕事においては、干支である兎は活動的で躍動や飛
躍の象徴とされています。足元をしっかりと固め、飛
躍出来る年にしたいと思っております。
　次は還暦へ向かう12年となります。1日、1日を大切
に過ごし、12年後振り返った時に後悔しないような行
動や活動を日々行っていきます。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。昨
日、私の記念日のお花が届きまし
た。38周年の結婚記念日です。主人
はお花を見て「そうか!俺たちの結
婚記念日だったな。」と、つぶやき
ました。多分忘れていたわけではな
いと思いましたが、お花のおかげで
言葉にしてくれました。39年前の1
月15日、ここの会場の第一号で結婚
式と披露宴を行いました。その当時
は馬車ではありませんでした。人力
車に私が乗り、主人が引っ張って登
場しました。そうしたら、「今から
尻に敷いているのか」とやじられた
ことを思い出しました。でも、懐か
しい思い出です。今は、この会場で
例会を行っています。

大川　祐士 本年も宜しくお願い致します。かず
さ青年会議所金見代様、松田様、ウ
ニバト様、リアさん来訪ありがとう
ございます。丸木様、谷川様、森様
来週宜しくお願い致します。

福田　順也 皆様明けましておめでとうございま
す。今年も宜しくお願い致します。
かずさ青年会議所金見代様、松田様



ようこそ君津RCへ。
猪瀬　　浩 年男の抱負を発表させていただきま

した。本年もどうぞ宜しくお願いし
ます。

宮本　茂一 明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

内藤　智介 年男の抱負を発表させていただきま
した。今年も宜しくお願いします。

藤代　公成 明けましておめでとうございます。
今年こそコロナが終息し、君津の経
済に活気が戻ることを願いたいで
す。

馬場　孝弘 松の内は明けましたが、おめでとう
ございます。本年も宜しくお願い致
します。

大森　俊介 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。明日か
ら次男の高校入試が始まるので、今
週は大人しく過ごします。

野中慎太郎 今年は昨年以上の活動参加していき
ます。宜しくお願い致します。

秋山　大輔 おめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。

早見　秀一 本年も宜しくお願い申し上げます。
年男・年女の皆様、良い一年となり
ますようお祈り申し上げます。

廣田　二郎 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

福島　大介 明けましておめでとうございます。
本日は年男の抱負の発表でした。あ
りがとうございました。

黒岩　靖之 皆さんおめでとうございます。今年
も宜しくお願い致します。本日交換
留学生のリアさんも参加します。宜
しくお願いします。

江藤　　隆 昨年は皆様との大変良い出会いをい
ただきました。今年はよりご縁を深
めさせていただければ幸いです。本
年も宜しくお願い致します。

谷　　浩司 明けましておめでとうございます。
昨年は年男でしたが、耐える年とな
りました。今年は卯年なので、溜め
た分大きく飛び跳ねれる様に頑張り
ますので一年宜しくお願い致しま
す。

篠塚　知美 新年夜間例会楽しみです。
隈元　雅博 かずさ青年会議所理事長　金見代雄

君、委員長理事　松田梨沙さん、青
少年交換留学生　リアさん、米山奨
学生　ウニバト君、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!オブザーバーの
丸木聡美さん、谷川友司さん、森敏
広さんご入会をお待ちしておりま
す。

佐々木昭博 皆さん、本年も宜しくお願い致しま
す。人見神社さんに初詣に行きまし
た。君津RCの50周年時計塔を見て
改めて良いモニュメントだな～と感
じました。年々参拝者も増えていて
すごいな～と思いました。

大浦　芳弘 本年も宜しくお願いします。先週、
東京で開催された港運関連の二つの
賀詞交換会に参加してまいりました
が、完全にコロナ前に戻ったような
盛況でした。身近でコロナ陽性者が
出ている状況下なので、少々戸惑い
はありましたが、withコロナとはこ
ういうものなのかと改めて実感さ
せられました。withコロナの中での
ロータリー活動に注力します。

小関　常雄 新年明けましておめでとうございま
す。寒さに負けずにロータリークラ
ブ活動に励みたいと思います。

小幡　　倖 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくご指導下さい。1月4日
で74歳になりました。後始末の実践
を心掛けています。

藤田　章博 皆様明けましておめでとうございま
す!私事ですが、昨年末に第一子長
男が産まれました。育児に関する知
恵と経験を教えていただけると嬉し
いです。本年も宜しくお願い致しま
す!!

中野　賢二 先週末から久しぶりの雨ですね。
1ヵ月近くも雨が降らなかったの
で、何もかもが乾燥していました。
インフルエンザウイルスも減ってく
れると良いですね。

永嶌　嘉嗣 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

荒井潤一郎 今年も宜しくお願いします。
宮嵜　　慎 新年おめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。
安田　　学 卯年も始まりました!飛躍の年にな

れるよう頑張りたいと思います。
吉野　和弘 本年も宜しくお願い致します。
大森　敏隆 本日四つのテスト唱和させていただ

きました。黒崎播磨、駅伝の応援宜
しくお願いします。



愛児園クリスマス会の様子(R4.12.23)

懇親会の様子(R5.1.16)




