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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　先日の1月20日、RC2790地区女性会・第5グル－プミ
ニ集会に参加してきました。1989年に女性会員が認め
られました。そして現2022年度のRI会長は、RI初の女
性会長ジェニファ－・ジョ－ンズさんです。2790地区も
女性会が出来、柏南ロ－タリ－クラブの齋藤由貴さん
が会長としてまとめ役をして下さっています。いろい
ろな交流会を催しておりましたが、このコロナ禍の中、
なかなか思うような交流が出来ずにいました。でも、出
来ないのではなく、出来る方法論、集められる方法を
説いて頂きミニ集会を行うことになりました。そしてそ
の場所に、会長が出向くと申し出てくれたそうです。
この木更津の地に会長がおいで下さりました。参加者
は、会長の齋藤さん(柏南RC)、副会長の水島さん(館山
RC)、RC第5グル－プの木更津RC・袖ヶ浦RC・君津
RCの女性会々員総勢16名のうち7名参加の合計9名で
したが、有意義なひとときを過ごすことが出来ました。
　ただの名刺交換だけの会ではなくいろいろとお話が
聞け、本当に参加してよかったです。今回が始まりで
す。今後もありますので積極的な参加をお願い致しま
す。そして会員増強のヒントがあると思います。宜しく
お願い致します。

会　長　報　告

１．第7回理事会が1月16(月)に開催されましたので報告
を致します。

　①　会計報告　　異議なし
　②　2023年決議審議会決議案提出について
	 全会員へメールにてお知らせし、決議案の有無

を確認する
　③　駅前花壇の看板(デザイン)進捗状況について
	 公共イメージ向上委員会に依頼し、既に候補と

なっているデザイン案と、他に提案があれば追
加し、会員によるアンケート調査にて決定する

　④　奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受け
について

	 当クラブはウニバト君の奨学生延長申請をして
いるので引き続きカウンセラーは廣田会員。ま
た、ウニバト君の世話クラブとして申請する。

　⑤　今後の例会について
2月13日(月)の例会：国際交流協会の卓話依頼中
国際交流協会の年会費納入済み(1万円)

　⑥　バギオ基金について
本日回覧

　⑦　新理事会の報告
	 新理事の委員会所属及びロータリー財団委員

長が決定しました。本日資料を配布しておりま
す。ご確認下さい。次年度ロータリー財団委員
長は中野会員が就任します。宜しくお願い致し
ます。

　⑧　次回理事会　　2月6日(月)例会前11時30分～
次回新理事会　2月6日(月)例会終了後

13時30分～

２．1月19日(木)に地区国際奉仕セミナーが開催され、
会場へは大川幹事が出席。福田会長エレクトと平
野国際奉仕委員長がZoom参加されました。また、
地区委員で佐々木会員も出席しています。お疲れ
様でした。後程、平野国際奉仕委員長より報告を
お願い致します。

３．2月18日(土)第5グループIM開催の案内が届いてい
ます。会員全員が対象です。積極的な参加をお願



い致します。

４．藤田会員にご長男が生まれましたのでお祝いをお
渡しします。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2023-24年度理事委員会所属及びロータリー財団
委員長ついて

３．ガバナー月信(1月号)
４．会員家族忘年例会と、新年初例会の写真

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
＜富津中央RC＞
日時：1月26日(木)　通常例会を夜間例会に変更

２．1月25日(水)八重原中学校の出前教室が開催されま
す。参加される会員の皆様、宜しくお願い致しま
す。

３．1月26日(木)第51回君津市社会福祉大会が開催され
ます。
受付：13時
場所：君津市民文化ホール　中ホール
出席：武田会長
千葉県共同募金会高額寄付感謝状が授与されま
す。宜しくお願い致します。

４．1月28日(土)23-24年度補助金セミナーが開催されま
す。
点鐘：13時(受付：12時30分～)
場所：TKPガーデンシティ千葉
出席：次年度会長の福田会員、次年度ロータリー

財団委員長の中野会員、次年度社会奉仕委
員長の髙橋会員、皆さんZoom参加です。宜
しくお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．甲府地区訪問への参加アンケート
４．第5グループIMの出欠の案内
５．バギオ基金事業報告書と基金への寄付の案内
６．ロータリー冊子(英語版)

委員会報告
国際奉仕委員会
地区国際奉仕セミナーの報告

平野　寛明委員長

<テーマ1　国際奉仕と人間の安
全保障について>
　人間一人ひとりに着目し、
人々が恐怖や貧困から免れ尊厳
を持って生きるような国、社会
づくりを進める。その解決手段
の一つに人間開発があります。
人間開発とは、教育や医療へ
のアクセス、生活の安定を支援
し、人々が長寿で健康的な環境を創ることです。
　そこで教育援助を進める。目標は誰一人取り残さず
就学させることです。①学校建設	丈夫な校舎を建設
することです。	②学用品の援助+教育の研修	③飲料
水の支援	学校に安全な飲料水、清潔なトイレを設置し
ます。その結果、学校に飲料水の水運や男女別トイレ
を設置すると女子の就学率が向上したそうです。
<テーマ2　ウクライナの人道支援>
　現在ウクライナの都市では空爆や砲撃を受けてお
り、多くの市民が死傷している。
　ウクライナの日々とは愛する人を失い、家は破壊さ
れ、収入も完全に断たれ多くのウクライナ人が路頭に
迷っている状態である。そこでウクライナと全世界の
ロータリーは緊急事態対策協議会を立ち上げ、ウクラ
イナ戦争のすべての犠牲者の支援をすることになりま
した。
　1つの例として、家がないまま寒い冬を迎えること
になるので、モジュラーハウスの提供の実施です。モ
ジュラーハウスとは安くて早くて簡単に家を作ることが
出来るそうです。寒さを防げてウクライナの人々にとて
も喜ばれているそうです。
<テーマ3　この指とまれプロジェクトの協力>
　2004年～2005年から始まった世界奉仕のプログラム
で茨城のクラブが一体となってネパール、タイ、フィリ
ピン、ミクロネシヤ、ミャンマー等で活動をしている。
例年5件～8件のプロジェクトが提案されているそうで
す。賛助エントリーシートを確認して、提唱するクラ



ブに賛助することでプロジェクトに参加可能だそうで
す。
　今回のセミナーに参加させて頂き、他国の人々を助
けることの大切さを学びロータリーとして何が出来るか
を改めて思うセミナーでした。

入会者紹介
株式会社I.S.N　代表取締役

丸木　聡美様
紹介者　藤平　洋司会員

　丸木聡美さんは私と同じ木
更津市内にお住まいで、ご職業
は、整骨院、整体院、エステ店、
介護施設を複数店経営されてお
ります。
　他を慮る道徳心等、とにかく
ひと思いのことは勿論、よく笑
い、愛情が溢れ、笑顔がとても
魅力的な女性です。また、一度
決めたことを貫徹する精神力をお持ちの方でもござい
ます。
　私と丸木聡美さんとの出会いは、聡美さんが経営さ
れているエステ店に行ったことがきっかけでした。時に
は一緒に活動をさせて頂き、私自身日々勉強させて頂
いている所でございます。
　丸木聡美さんは必ずロータリー活動にも適している
と考え、簡単ではございますがご紹介と代えさせて頂
きます。皆様、どうぞ丸木聡美さんを宜しくお願い致し
ます。

株式会社コイト　代表取締役
谷川　有司様

紹介者　隈元　雅博会員

　本日入会される、株式会社コ
イト代表取締役の谷川有司さん
をご紹介致します。出身地は君
津市で、家族構成は奥様とお子
様がお一人います。性格は人見
知りで、初めは中々溶け込むこ
とが出来なく、人(女性)とも積
極的に会話をすることが苦手で
すが、営業では別なのだそうで
す。逆に積極的過ぎて話したいことを言いすぎてしま
い、客先を困らせたこともあるようです。商社時代の上
司には、もっと女性を口説くようにして話した方がいい
とよく言われたそうです。
　好きなことは体を動かすことで、溶け込むと皆とワ
イワイガヤガヤするのが大好きだそうです。

　今はゴルフとボウリングにはまっていて、特にボウリ
ングは得意で、昨年はパーフェクトの300を2回出した
そうです。人見知りではあるようですが、溶け込むと楽
しい彼です。君津ロータリークラブでも楽しく活動して
くれると思いますので、皆さん宜しくお願い致します。

有限会社森花　代表取締役
森　　敏広様

紹介者　武田富士子会長

　有限会社森花代表取締役の
森敏広(もりとしひろ)さんのご紹
介を致します。君津ロ－タリ－
クラブの「わたしの記念日」のお
花を届けてもらっているお店の
社長さんです。
　森さんは、昭和50年3月生まれ
で現在47歳です。家族は、奥様
と息子さんが小学6年生。君津
市八重原で生まれ、ご両親のお仕事の関係で居住地が
君津・富津・君津と転々としたそうです。幼少期に大
病を患い、それをきっかけに小学生時代から水泳を始
め体力づくりに専念。おかげで地上より、水中の方が
得意と自負されています。
　小学校・中学校・高校を卒業し専門学校を経て、今
の森花に就職したそうです。
　専門学校と聞けばお花の専門学校と思いきや、実は
料理の専門学校だそうです。面白い思考の持ち主で
す。人前にでるのが苦手で裏方の制作に専念していた
そうですが、昨年、代替りを機に裏方から表に出ること
を決心し今に至っているそうです。
　現在の日本製鐵㈱さんと共に発展してきた君津市の
中で、多くの人々に喜んで頂ける店作りに励んで来た
そうです。

入会式
武田富士子会長

丸木会員、谷川会員、森会員



プログラム
年女の抱負

川村　優子会員

　こんにちは、株式会社マルコ
ン警備保障　川村です。
　私は、昭和50年3月8日生ま
れ、48歳の年女です。2023年
は、癸卯(みずのとう)となりま
す。癸(みずのと)は生命の終わ
り、そして新たな命が始まる「春
の手前」を意味すると言われ
「卯(う)」はウサギが跳ねるよう
に、大きなステップを踏み出したり草木の芽吹く様子
をあらわすと言われております。つまり2023年は「こ
れまでの生活が一区切りし、春が訪れ、草木が成長す
るように勢いよく飛躍していく年」と言われておりま
す。
　ですので、私も大きなステップを踏み勢いよく飛躍
する年にしたいので今年の抱負は「健康」です。なに
をするにもまずは体が資本なので、規則正しい生活を
心がけ、風邪など引かないよう体力・免疫力をつけた
いと思います。
　昨年は、ヨガが体に良いと聞き、ヨガ教室に通おう
とまずは形からとウエアを購入しましたが、仕事が忙
しいことを口実に行かず、また毎日7000歩を歩くと決
めながらなかなか達成できず、全部が中途半端になっ
てしまったので、今年は日頃から出来ることを目標にし
て、行動することを宣言したいと思います。
　バランスの良い食事を心がけ、日頃から運動をす
る。エスカレーターでは無く階段を使ったり、料理をし
ながらストレッチをする。また、年明けからユーチュー
ブを見ながら、下半身スクワットと体幹を鍛えるために
簡単なトレーニングをやり始めました。体の軸である体
幹を鍛えることで体のバランスがよくなり、腰痛が治っ
たり、息切れにくくなる、ちょっとしたことではよろけ
ないなど日常生活ではメリットが多いようです。鍛えら
れているのか、お腹が痛く筋肉がついたようなので今
後が楽しみです。どこまで続くかわかりませんが、楽し
く出来ることを行い、良い年にしたいと思います。

外山さくら会員

　人生4回目の年女ですが、今
まで年女という意識をしたこと
がありませんでした。調べてみ
ると、一般的に年男、年女は縁
起が良い。邪気を払う力が宿
る。年男、年女の周りにいる人
にも良いことが訪れると言われ
ているようです。そして、昨年末
に占いをしてもらった時に私は
奉仕の力を発揮された時、自分や他者に浄化がもたら
されると言われました。
　年女の今年は、ロータリー活動を頑張ることが一番
かなと思います。また、本年の卯年は私にとっても皆
様にとっても新しいことにチャレンジすることに適した
年だそうです。何かチャレンジ出来る事も見つけたい
と思います。以上です。ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 先週の夜間例会に来る途中、内山貴
美子さんが事故に遭い救急車で木更
津の重城病院へ搬送されたと聞き心
配しました。従業員さんに送っても
らっている最中の事故で、乗ってい
た軽トラックは全損だそうです。事
故の激しさが想像出来ます。17日
の電話でドライバーさんも貴美子さ
んも骨には異常ないとの診断がでた
そうで、自宅に戻っていると聞き安
心しましたが、激しい衝突だったの
で、シートベルトの締め付けで胸と
お腹がとても痛いと言っていまし
た。今朝も電話で話しましたが、元
気そうな声で少し安心しました。ま
だ、少し動いても痛いそうです。本
日は大事をとりお休みですが、来週
には元気なお顔を見せてくれると思
います。

大森　俊介	 丸木さん、谷川さん、森さん入会お
めでとうございます。これから宜し
くお願いします。

森　　敏弘	 本日入会させて頂きました。自分な
りに会社の為にも頑張っていきたい
と思います。

谷川　有司	 本日より入会させて頂いた(株)コイ
ト谷川です。今後共宜しくお願い申
し上げます。

隈元　雅博	 丸木聡美さん、谷川有司さん、森敏



弘さんご入会おめでとうございま
す!君津ロータリークラブや世界中
にいるロータリアンの仲間と共に、
世界平和と地域貢献の為にロータ
リー活動を頑張りましょう!

谷　　浩司	 丸木様、谷川様、森様、ようこそ君
津ロータリークラブへ。これから
のクラブ活動を共に頑張っていき
ましょう。1月も下旬になりました
が、まだまだ飛び跳ねる前の助走中
です。どれだけ大きく跳ねることが
出来るか分かりませんが、1年間頑
張ります。

小関　常雄	 丸木様、谷川様、森様、ようこそ君
津ロータリークラブへ。共にロータ
リー活動を楽しみましょう。

藤代　公成	 大寒波で寒い日が続きますが、2月
は娘の受験も控えていますので、体
調に気を付けています。

鈴木　荘一	 結婚記念日、お花をありがとうござ
います。ご入会の皆様、共にロータ
リー活動頑張りましょう。

福田　順也	 2023-24年度理事委員会所属及び
ロータリー財団委員長が、昨年12月
12日の新理事会で決定致しました。
次年度も今年度同様宜しくお願い致
します。

江藤　　隆	 本日、四つのテストの唱和を担当さ
せて頂きました。もし濱田重工に興
味を持って頂けたら、会社のホーム
ページ等ご覧頂けたら幸いです。

吉野　和弘	 写真頂きました。
佐々木昭博	 新入会員の丸木様、谷川様、森様、

入会おめでとうございます。一緒に
君津ロータリーを盛り上げて行きま
しょう。

大浦　芳弘	 今週は10年に一度の寒波襲来とのこ
とです、会員の皆様もご自愛くださ
い。コロナ対策では、5類への変更
等対策緩和について議論されていま
すが、身近な感染者の中にも、5日
間高熱が続いた、味覚嗅覚がおかし
くなった等々の症状も出ています。
まだまだ自己防衛策の徹底が必要と
感じています。withコロナの中での
ロータリー活動に注力します。

常住　賢二	 本年も宜しくお願い致します。今季
最強寒波が到来するようですので、
くれぐれもお気を付け下さい。

藤田　章博	 明後日の出前教室、楽しみにしてい

ます!新入会員の皆様、今後共宜し
くお願いします!!

髙橋　雄一	 いつも大変お世話になります。令和
5年が始まったと思ったら、あっと
いう間です。私の記念日を頂きまし
た。ありがとうございました。

倉繁　　裕	 2022年の日本の平均気温は、基準
値(1991年～2020年の30年平均値)か
ら+0.6℃、長期的には100年に1.3℃
上昇しているとのことです。本年以
降、カーボンニュートラルへの具体
的な取り組みがさらに進む中、ロシ
アなどを巡る地政学リスクも想定さ
れ、世界的に変化の大きな年となり
そうです。

黒岩　靖之	 丸木様、谷川様、森様、ご入会おめ
でとうございます。今日からロータ
リー活動、宜しくお願いします。

木内　髙茂	 丸木様、谷川様、森様、入会おめで
とうございます。これからロータ
リー活動、共に頑張って行きましょ
う。

安田　　学	 明日から最強寒波という事で、備え
あれば憂いなしでいきたいと思いま
す!

藤平　洋司	 森さん、谷川さん、丸木さん、よう
こそ君津ロータリーへ。これから宜
しくお願い致します。

川村　優子	 本日は、年女の抱負を述べさせて頂
きました。ありがとうございます。

秋元ゆかり	 皆様こんにちは。お陰様で、今日で
ルリアン10周年を迎えることが出来
ました。これもひとえに皆様方の支
えがあったからこそです。本当に感
謝です。今後とも、どうぞ宜しくお
願い致します。

野中慎太郎	 丸木様、谷川様、森様、入会おめで
とうございます。これから宜しくお
願い致します。

篠塚　和美	 丸木さん、谷川さん、森さん、入会
おめでとうございます。一緒にロー
タリー活動を楽しみましょう。宜し
くお願いします。


