
会　  　　  長　武　田　富士子
会長エレクト　福　田　順　也
副　  会　  長　大　浦　芳　弘

幹　　　事　大　川　裕　士
編　　　集　原　田　健　夫
　

例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ハミルトンホテル上総
　　　　Tel:0120-51-8365

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-27-0622

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

国際ロータリー会長　ジェニファー・ジョーンズ
ガ   バ   ナ   ー　   　 小　倉　純　夫
ガ  バ  ナ  ー  補 佐　 梶　　  暉　芳

令和5年3月  第2例会   曇

開 始 点 鐘
Ｒ ソ ン グ
四つのテスト
お 客 様

武田富士子会長
我らの生業
丸木　聡美会員
松本　翔平様(木信産業㈱)

リア・ロハン・グルジャール様
(青少年交換留学生)
時田　清次様
(第2790地区ガバナーノミニー・デジグネート市原中央RC)

2022～2023年

例会数 会員数 対象者 出席率出席 欠席

前々回の修正 メークアップ　0名

％

％

【 出 席 報 告 】　免除者0名　休会0名

2212

2211 

59

59

59

59

43

43

16

16

72.88

72.88

74.13％

（敬称略）

Vol.29 　Ｎｏ.2212　2023.3.13

会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　昨日、君津ロータリークラブOBの㈲三津和石油の谷
田三郎(87歳)様の通夜式に参列して参りました。
　人間、この世に生を受けたら必ず行く道です。が、
やはり悲しいです。寂しいものです。遺影を見てとて
も懐かしく思いました。本当にご無沙汰してしまって
いたと思いました。谷田様は、わが母と同じ年齢です。
誰もが健康で長生きして欲しいものです。私達は幸い
相談出来る仲間がおります。お医者様の力を借り、健
康で一日でも長生きしましょうね。
　元気印君津ロ－タリ－クラブです。健康が一番で
す。

会　長　報　告

１．3月11日(土)に2022年度ロータリー米山記念奨学生
修了式・歓送会が三井ガーデンホテル千葉にて開
催されました。当クラブより、谷米山記念委員長と

	 米山奨学生のウニバト君が出席しました。お疲れ
様でした。

２．	3月12日(日)第4回青少年交換オリエンテーションが
千葉市文化センターにて開催されました。当クラブ
からは、茂田青少年奉仕委員長、カウンセラーの
内山会員、ホストファミリーの黒岩会員、交換留学
生のリア・ロハン・グルジャールさんが出席しまし
た。お疲れ様でした。

３．	3月6日(月)の例会前11時30分より第9回理事会が開
催されましたので報告いたします。

	 ①会計報告<報告>　*承認
　　　異議なし		 	 	 	
	 ②周西南中学校区(周西小・周西中)コミュニティー

　スクール　*承認
	 　・地域学校協働本部寄付について	 　	 　	

　　岡野会員が本部会長に就任し、活動資金(お祝
　　い)として3万円寄付

　　　　(年末チャリティーの基金から捻出)
	 ③駅前花壇について	*承認
			　　日程：5月22日(月)
　　　(年間の予定通りで変更なし:学校にも確認済み)

　・駅前花壇関係の奉仕作業へお礼金を支払って
　　はどうか?

　　　　→現金ではなく、お礼として会員の皆さんに報					
　　　告する

			　　・看板デザインについて	 	
　　　　→例会場で回覧し、当日の例会の出席者で決

　　　定する	
	 ④トルコ・シリア地震被災地への災害救援基金に

　ついて(P4-5)　*承認
　　　＊例会場にて回覧し募金を募る	 	
	 ⑤モルック大会・ゴルフ大会開催について(親睦委

　員会より)　*承認
	 　→４、5月で計画中。予算より景品を購入予定　



　(2～3万)	
	 ⑥青少年交換留学生の帰国日程延長について	 　	

　*承認
　　　→2週間の延長を本人が希望。6月末まで。
　　　　今年度最終例会に出席予定。
　　　　延長期間は、陶さんにホストファミリーを依頼、
　　　 承諾済み。	
　　　　・最後にフェアウエルパーティを会費制で予定

　　　(会員・学校関係者)
　　　　・陶彩葉さんは6月2日(金)に帰国予定。	 	

⑦退会会員及び後任の方・新入会員について	 　	
　*承認

　　　・3月末:伊藤会員退会	 	
　　　 後任:鳥取英郎様　61歳
　　　　推薦者:山内会員	
　　　 日鉄環境㈱	取締役常務執行役員
　　　　東日本支店委嘱(4/1付)	
　　　・鈴木秀範様　51歳
　　　 推薦者:秋元直樹会員	
　　　 ㈱城下架設	取締役
　　　 (足場架設工事、建築補修工事、解体工事)
	 ⑧2023年決議審議会決議案提出について　*承認
　　　会員へメールにて案内(2月15日締め切り)済み　

　→当クラブより議案無し
	 ⑨溶接ニュース掲載について(P6-7)　	*承認
　　　掲載済み。
　　 外部に出す記事は、公共イメージ委員会、会長、

　幹事にて判断し進める
	 ⑩2023年度かずさ市民応援団ゴールド会員で更新

　(P8)　*承認
　　 年会費　50,000円	 	 	
	 ⑪次年度地区補助金申請について　*承認
　　 3月中に申請予定。
　　　内容は、親子体験枝豆収穫祭。豚汁・おにぎりの

　配布。
	 ⑫その他　*承認
　　・ウルトラマラソンの協賛	例年通り1万円→承認	
　　・ハミルトンホテル上総は7月から改装工事が始ま

　るため、利用出来ない可能性あり。
　　　理事会日程:4月3日(月)	例会前	11時30分～	
　　	新理事会日程:4月10日(月)例会前	11時30分～	

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム

〈報　告〉
１．3月18日(土)、第1回会長エレクトセミナーが開催さ
　れます。
　　場所:ホテルニューオータニ幕張	2階
　　時間:受付9時30分、点鐘10時
　　出席:福田会長エレクト
　　よろしくお願いします。

２．3月25日(土)、第2回会長エレクトセミナーが開催さ
　れます。
　　内容:オンライン開催
　　時間:受付8時00分、点鐘9時
　　出席:福田会長エレクト
　　よろしくお願いします。

３．次週3月20日の例会は、休会となっております。
　　お間違いない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．駅前花壇の看板デザインアンケートについて	
４．地区環境セミナーの資料
５．明治神宮清掃奉仕について

臨時総会

武田　富士子 会長

　これより臨時総会を開催いたします。	 	
　今年度12月12日の例会にてクラブ細則第5条第1
節に基づき、次年度の役員及び理事が選出されてお
りますが、副会長として承認されておりました伊藤
会員が4月1日付けで異動となり、3月27日の例会に
て退会されます。	
　つきましては、次年度副会長が指名委員会より選
出されました。次年度の副会長候補を岡野指名委員
長より発表して頂きますのでお名前を呼ばれた方は
前へお進み下さい。	 	 	 	
	



　次年度副会長　	 小関　常雄	 会員	
	
　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)	

自己紹介

溝本　善史 会員

　先週、入会させて頂いた「三
島光産株式会社	鉄鋼君津事業
本部	本部長」の溝本です。
　新日鉄に1994年に入社し、
途中2年本社に行った以外は
「ずーっと君津」で仕事をして
来ました。主に携わってきたの
は「厚板」と言われる品種で、
“造船、建築、大型ビル、ライ
ンパイプ”に利用されています。私の入社時には4ミ
ルあった厚板も、2年後には「君津・大分の2ミルに集
約」される事になります。昨年の3月までは注文を受け
止める側の部長として、三島光産には「“人の確保等”
をお願いしていた」のですが、昨年4月から三島光産に
異動し、「お願いされる側」になりました。正直、最初
は「攻守逆転…マジか」とも思いましたが、オーナー社
長の元、鉄鋼以外も「化学のAGC等」とも関わり、設
備エンジでは「トヨタ向けにロボット導入」をする等、
多岐に渡るビジネスがあるため日々楽しく仕事をさせ
て貰っています。
　君津に来たのは、会社の配属先で“たまたま”です。
　また、新日鉄に入社したのも、国立競技場での
「1993年のJリーグ開幕戦、アメリカW杯予選」を見に
行くタイミングと新日鉄の面接タイミングが“偶然一致”
したためです。偶然が重なった末の君津ですが、広島
の山奥で生まれた私にとっては、落ち着ける良い場所
です。
　今回、ロータリーに入会する前、前任の倉繁さんか
らは「ロータリーは良い集まりだ、今までの会社生活
とは違う世界が覗ける」とお伺いしていましたが、数
回参加させて頂いた例会の雰囲気は「非常にフレンド

リー」だと感じています。
　また、先日横浜に行ったとき、「ロータリーに入会し
たんだ…」と話したのですが、“横浜のガバナーの話題
等”で盛り上がり、早くもロータリークラブの力を実感
させて頂きました。
　まだまだ分からない事だらけではありますが、楽し
みつつ活動させて頂きたいと思います。
　最後になりますが、先日私がお渡しした名刺には
「三島光産キャラクターの光輝くん」を印刷していま
す。ロータリークラブのイベントには「小さな光輝く
ん」を連れて行き、インスタ用写真の撮影等をさせて
頂く事もあるかもしれません。「光輝くん」の入会金は
払っていませんが、私共々よろしくお願いいたします。

メインプログラム
RYLAセミナー参加の感想

木信産業㈱
松本　翔平 様

　皆さん、こんにちは。
　私は今年2月に行われたロー
タリークラブによる歩行ラリーに
参加して来ました。歩行ラリー
ではペアに分かれるのですが、
私とペアになったのはオースト
ラリアから留学生として来てい
た高校生とサポート的立場の
ロータリアンの方でした。私と
ロータリアンの方は英語が出来ず、留学生の方も日本
語が少しだけ話せる程度で、始めはコミュニケーショ
ンを取る事に苦戦しました。ですが、3人とも歩行ラ
リーのルールをある程度理解していたためコマ図を見
て留学生の方ともジェスチャー等でコミュニケーション
を取る事が出来ました。目標が同じであればお互いの
語学が理解出来なくてもコミュニケーションが出来、言
葉の壁は越えられる物だと実感しました。
　私自身話す事は得意ではないのですが、留学生と
組む事になり、話さない事には何も始まらないと思い
積極的に話しかける事が出来ました。お互い意見を交
わし答えを導き出す事は人生であまり経験した事が無
かったので自分にとってはとても充実した経験となり
ました。
　歩行ラリーは、自分で答えを考え、ペアの相手に考
えを伝え、互いの意見を交換しつつ話合った考えを実
行に移し、間違えば1つ2つと戻りゴールを目指す競技
ですが、どんな年齢層にも成長を与えられる素晴らし
い競技だと思いました。
　まだまだ学びを必要とする方には、その歩み方を疑



似体験として体験出来、指導側の方にも自分の考えに
執着せず周りの意見を取り入れる事の大切さ等改めて
体験出来ると思います。
　私はこれから歩行ラリーで学んだ事を仕事で活か
せるよう同僚の方ともコミュニケーションをしっかり
取り、何かあれば意見を出し合い仕事がより良い方向
に向かっていけるように取り組んで行きたいと思いま
す。

青少年交換留学生
リア・ロハン・グルジャール 様

　RYLAセミナーはとても楽
しかったです。
　到着してすぐに、私達はそ
れぞれのユニットやチームに
分けられました。他の留学生
と別れてしまったのは残念で
したが、同じチームの人達は
とても良い人達だったので、
楽しく過ごす事が出来まし
た。
　まず、ルールを理解し、モチベーションを上げ
るために、いくつかのアクティビティを行いまし
た。1日目のウォークラリーはとても難しかったで
す。ルールをよく理解していなかったので、最初の
チェックポイントさえも見つけられませんでした。
でも、歩く事自体はロケーションが綺麗で良かった
です。1日の終わりには、ユニットリーダーがルー
トを説明してくれました。2日目はもっと楽しかっ
たです。ルールの理解も深まり、全てのチェックポ
イントを見つける事が出来ました。そして、閉会式
では表彰が行われました。このセミナーはとても楽
しくて、参加出来て良かったと思います。

タニイチ塗料㈱
榊原　直志 様

　今回初めてRYLAセミナーに参加させて頂きまし
た。タニイチ塗料株式会社の榊原です。
　歩行ラリーというものを全く知らず、初対面の
方々と2日間共同生活をするという事で正直なとこ
ろ不安な気持ちのまま当日を迎えました。しかし、
歩行ラリーに向けてチームで対策を立て始めてから
はチームが徐々に1つにまとまっていくのを感じ、
気づけば不安な気持ちは消えていました。
　実際に歩行ラリーが開始されてからは、ペアに
なった方とコマ図をどう読み解くのかを話し合いな

がら進みましたが、結局1つのチェックポイントも
見つけられずにかなり悔しい思いをしました。
　2日目の歩行ラリーでゴールするために、1日目
の反省点・コマ図の読み解き方をチームで話し合
い、その後正解のコースを歩きながら目標物の見分
け方・ヒントの見方等を確認し2日目に向けて備え
ました。
　2日目の歩行ラリーでは、コマ図のヒントを思い
込みにより見過ごしてしまい同じ区間を何度も何度
も往復してしまう事になり、目標物を見つけるまで
1時間ほど使用してしまう事となりました、その後
7つあるチェックポイントのうち6つまで見つける
事が出来ましたが、あと一歩のところで時間切れと
なってしまいゴールする事が出来ませんでした。で
すが、前日にチームで話し合っていなければここま
でたどり着けなかったと思います。
　歩行ラリー自体は楽しんで参加する事が出来ま
した、ですが2日目の強風の中で海岸を歩いたとき
は風に巻き上げられた砂に全身を痛めつけられ、
そして全身砂まみれになり、正直なところ「キツイ
な…。」と感じました。ですがその中でチェックポ
イントを見つけていく達成感は他に得られません。
ゴール出来なかった事が本当に悔しいです!
　2日間という限られた時間の中で仲間と寝食を共
にし、議論し、仲を深め1つの目標に向かっていく
経験が得られ、とても充実感のある2日間でした。
また似たようなセミナーがあれば参加したいです。
この機会を設けて頂いたロータリークラブの皆様、
ローターアクトの皆様、本当にありがとうございま
した。

谷　　浩司 会員

　今回のRYLAセミナーには
弊社の社員と一緒に参加させ
て頂きました。かなり歩くと
いう事は聞いていましたの
で、覚悟して臨みました。参
加人数は80名以上で、3グルー
プに分かれ、1グループ3ユ
ニットに分けられ、そこから2
～3人のチームとなりました。
基本的にはユニットごとでまとまってセミナーを受
けます。歩行ラリーはチームごとで参加し、競い合
います。私のチームは大学生1名と佐倉RCの米山奨
学生との3人チームです。参加者のほとんどは歩行
ラリーについては全く知識がありません。そして、
セミナー開始時に渡されたルールブックを基に、ユ
ニットごとに直前での予習をしました。皆で意見を



出し合いながらコマ図の見方や、ルールについて学
ぶと共にどうしたらチェックポイントをまわりつつ
ゴール出来るかを発表しました。しかし、私達の
チームは1つ目のチェックポイントも見つけられま
せんでした。途中、米山奨学生がある事に気づき正
解のルートを見つけましたが時すでに遅く、タイム
オーバーでゴール出来ませんでした。答え合わせで
正解コースを全員で歩いたときは、私達のユニット
が積極的に先頭を歩き、チーム内で「どこを間違え
たのか」や、コマ図の見方について話しながら復習
しました。その甲斐もあり、私達のユニットは全員
ゴール出来ました。私達のチームは最初のチェック
ポイントのヒントを見つけるのに苦労しましたが、
そこからは順調にチェックポイントを通過していき
ました。クラブ会員は参加者のサポートにまわって
と言われていたので、2人が意見を話しやすいよう
にしていましたが、熱中してくるとコマ図にばかり
注意がいってしまうため、指示されているペースを
作るようにしました。そのおかげもあって、2つ目
以降のチェックポイントは指定された時間とほぼ差
がありませんでした。
　今回のセミナーでは、いかに思い込みでヒントを
見逃していたか、気づきの大事さを学びました。思
い込みによって、目が曇ってしまいコマ図のヒント
を見違えてしまいました。ちょっとした事でも勘違
いしてしまうとゴール出来ないという事を学ばせて
頂きました。今回の経験を基に、精進していくと共
に今回の機会を頂けた事に感謝申し上げます。

木内　　髙茂 会員

　先月2月18日～19日にRYLA
セミナーに参加して参りまし
た。
　RYLAセミナーといっても
参加する前は、誰に何を聞い
ても教えてくれず、ただ青少
年と共に1泊2日で歩くんだ
よ!としか教えてくれませんで
した。そんな不安の中、南房
総・岩井海岸へと向かい受付を済ますと、当クラブ
の黒岩会員や内藤会員、また参加者として藤田会員
や谷会員、リアちゃんにも会う事が出来、沢山の参
加者の中同じクラブの仲間に会うと不安も無くなり
心強く感じました。
　RYLAセミナーの内容について詳しくは話せませ
んが、青少年達との交流を通してチームワークと互
いの信頼性が生まれる内容であった事は自信をもっ
て言えます。

　県内各地のロータリアンとも出会え、参加者とし
ては1度しか体験出来ないこのRYLAセミナーに是
非参加した事がない会員の皆様に経験して頂きたい
と思います。

藤田　章博 会員

　皆さんこんにちは。山九㈱
君津支店	社会貢献事業所	藤
田です。RYLAセミナーに参
加した感想を報告させて頂き
ます。2日間にわたる研修でし
たが、総じて「楽しかった」
という感想です。おそらく80
～90名の参加者がいたかと思
いますが、グループ分けを行
い、「Ａユニットのチーム１」という9人のグルー
プで2日間を過ごしました。内、高校生が1名。大
学生が1名。社会人の青少年が3名(それぞれ21歳・
24歳・31歳)。韓国とアメリカからの留学生が2名。
私を含めてロータリアンが2名。というグループ構
成でした。基本的にはこのグループで議論や意見
交換、発表や行動をする2日間でしたが、私自身は
ロータリアンとして参加青少年達の緊張をほぐして
あげたり、グループ員のお互いの共通点を見つけら
れるような話題を提供してみたり、自主性や主体性
を引き出すような発言をしてみたり、断定的な発言
を使わずに会話をするように心がけたりと、今回の
研修が参加青少年にとって知恵とリーダーシップを
身につける事が出来るように、また、より有意義な
ものになるように意識しながら各研修に望んでおり
ました。
　主な研修の内容は「コマ図」という地図を使った
歩行ラリーで、スタート地点は宿泊先、ゴールも宿
泊先、但し、チェックポイントを順番通りに通過し
なければゴール出来ないというルールでした。私の
ペアは19歳の大学1年生の女の子で、彼女は千葉科
学大学RACに在籍しており、来年度以降はロータ
リーアクトとしてスタッフになる予定との事でし
た。若干話が逸れますが、彼女との雑談の中で私が
働いている会社の概要を説明させて頂きました。そ
の中で障害を抱えた社員が在籍している話をしたと
ころ、彼女から聴覚障害者のために手話を勉強して
いるという話を聞く事が出来ました。アルバイト先
で耳が聞こえないお客さんがいて筆談をする必要が
あったそうなのですが、ある時、手話で伝えたら喜
んでくれるかもしれないと思った事がきっかけとな
り、独学で始めてみたそうです。私自身とても感心
させられたので今回の感想の中でご紹介させて頂き



たかった次第です。
　改めて歩行ラリーの報告に戻らせて頂きます。簡
単な説明を受けたうえで実際に歩行ラリーが始まっ
たわけですが、初日の歩行ラリーは最初のチェック
ポイントすら見つけられずリタイアする事になって
しまいました。ペアを組む大学生に対して、最初は
「自分の思った通りに歩いてみなさい!」なんて余
裕のあった私も負けず嫌いな性格もあり、後半は夢
中になってチェックポイントを探していました。後
から聞くと、ゴール出来たペアはいなかったようで
すが、「先入観」や「思い込み」によって真実が見
えてこない場合がある事を歩行ラリーの中で実感出
来た気がしております。2日目は強風で砂嵐が舞い
上がる中、ペアを組む大学生の主導で無事にゴール
する事が出来ました。初日の歩行ラリー後、チーム
の中で「コマ図の見方」を議論し、事前に戦略を立
てて情報を共有しながら歩行ラリーに望んだ成果だ
と思います。今回の2日間のRYLAセミナーにおい
て、定量的な表現こそ出来ませんが、結果として少
しは青少年のためになるような動きが出来たのかと
思います。また、私自身も若者達とのコミュニケー
ションスキルを確認する事が出来たと思います。こ
の場を借りてRYLAセミナー事務局の方々にお礼を
お伝えしたいと思います。ありがとうございまし
た。
　以上、ご報告とさせて頂きます。ありがとうござ
いました。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 RYLAセミナーへご参加下さいまし
た皆様、本日ようこそ君津RCへ来
て下さいました。感想ありがとうご
ざいます。市原ロータリークラブ時
田様、ようこそ君津RCにおいで下
さいました。ガバナーノミニー・デ
ジグネートとして責務を重んじられ
ておりますが、君津RCとして全力
で応援させて頂きます。市原RCさ
んとも交流を深めて参りたいです。
今後ともよろしくお願いいたしま
す。

大川　裕士	 市原中央RC・ガバナーノミニー・デジ

グネート時田清次様、木信産業㈱松本

翔平様、リアさんご来訪ありがとうご

ざいます。2022学年度米山記念奨学生

終了式・歓送会、第4回青少年交換オ

リエンテーションに参加されました担

当委員長、会員の皆様、ウニバト君・

リアさんお疲れ様でした。

時田　清次	 25-26年度ガバナーに向けてクラブを

訪問させて頂いています。今後ともよ

ろしくお願いいたします。

内山貴美子	 昨日、リアさんと黒岩会員、茂田会員

と青少年交換オリエンテーションに

行って参りました。他のクラブでは毎

年留学生を選出したり活発に活動して

いるので、君津も頑張って国際交流を

深めていきたいと思います。

坂本　直樹	 WBC日本代表の躍進には元気が貰え

ます。優勝目指して頑張って欲しいで

す。

木内　髙茂	 暖かくなってきましたね。そろそろ冬

眠してたゴルフも積極的に行きたいと

思います。皆様ゴルフ誘って下さい。

鈴木　荘一	 時田様、ご来訪ありがとうございま

す。ガバナーに向けて頑張って下さ

い!!

隈元　雅博	 市原中央ロータリークラブ時田清司様

ようこそ君津ロータリークラブへ。

木信産業㈱松本翔平様、リアさん、

RYLA報告ありがとうございました。

これからも地域貢献と世界平和のため

に共に頑張りましょう!

大森　敏隆	 マスク解禁になりましたが、なかなか

判断が難しいですね。私は、花粉症が

ひどくて当分の間はマスク継続しま

す。

大森　俊介	 溝本会員、これからよろしくお願いし

ます。WBC盛り上がっていますね。か

ずさマジックも負けずに頑張れ。

江藤　　隆	 松本さん、リアちゃん、谷さん、木内

さん、藤田さん、RYLAセミナー参加

のご報告ありがとうございました。

髙島　俊治	 溝本会員、君津RC入会おめでとうござ

います。これからもよろしくお願いい

たします。

谷川　有司	 今月は誕生日でシニア3年目に突入し

ます。まだまだ若いと思っていたが

…。

小関　常雄	 ようやくコロナ対策としてはマスクを

外せるようになりましたが、花粉症の



私にとって意味もなく、もうしばらく

はマスクとお付き合いしようと考えて

おります。

藤代　公成	 溝本会員、自己紹介ありがとうござい

ました。これからよろしくお願いいた

します。

藤田　章博	 溝本会員、今後ともよろしくお願いい

たします!!

谷　　浩司	 弊社の社員をRYLAの研修に参加させ

て頂きありがとうございました。本日

は代理で発表させて頂きましたが、本

人も感謝しております。

溝本　義史	 本日は自己紹介をさせて頂きました。

改めまして、よろしくお願いいたしま

す。

山内　雅夫	 私の記念日のお花を頂きました。あ

りがとうございます。WBCでの侍

JAPANの活躍には元気づけられます

ね。木曜日からの準々決勝ラウンドも

応援したいと思います。私も負けない

よう活動していきたいと思います。

髙橋　雄一	 お世話になります。今日から一応マス

ク解禁ですが、インフルエンザも増え

ているみたいです。当面マスクは離せ

ませんね!

馬場　孝弘	 本日よりマスク着用ルール緩和となり

ましたが、予防対策を取りながら3年

前の状態に戻る事を願います。

廣田　二郎	 谷会員、ウニバト君の米山奨学生の終

了式に代理出席して頂きありがとうご

ざいました。ウニバト君は翌日(3/12)

に内モンゴルに帰国し4月上旬に戻っ

てきます。

丸木　聡美	 久し振りのリアル参加です。4つのテ

スト緊張しています。

秋元　政寛	 大谷翔平選手、毎日凄いですね。夢を

与えて貰えます。

安田　　学	 溝本会員、これからよろしくお願いい

たします。

大浦　芳弘	 WBC盛り上がっていますね。マスク着

用ルールも見直され桜の開花ももう間

近となり、日本全体にウキウキ感が増

しているように思えます。油断は出来

ませんが、色々楽しもうと思います。

秋元ゆかり	 皆様こんにちは。マスク解除になりま

したが、花粉が酷くてマスクが外せま

せん。今年は薬を飲んでも効きませ

ん。

宮嵜　　慎	 RYLAセミナー参加の皆様、お疲れ様

でした。

黒岩　靖之	 時田清次ガバナーノミニー・デジグ

ネート様、君津RCへ訪問ありがとうご

ざいます。

中野　賢二	 先日、木更津高専の生徒を対象にした

Zoom会社説明会に参加しました。今日

は21名の高専生と会話が出来ました。

「木更津高専技術振興交流会」は産学

官連携の団体です。生徒達と直接話が

出来る機会も作れますので、興味のあ

る方は私まで連絡を下さい。

野中慎太郎	 黒岩さん、茂田さん、内山さん、リア

ちゃんのオリエンテーション対応お疲

れ様でした。

伊藤　　彰	 RYLAセミナー参加の講演、貴重なお

話ありがとうございました。

秋山　大輔	 木信産業㈱松本様、リアさん、RYLA

セミナー大変お疲れ様でした。

佐々木昭博	 市原中央RC時田様、ようこそ君津RC

へ!RYLA参加者の皆さんもお疲れ様で

した。マスクを外すタイミングが難し

いですが、臨機応変に対応していきた

いと思います。

早見　秀一	 溝本新会員、ようこそ君津RCへ。共に

盛り上げて参りましょう。RYLAセミ

ナー参加者様、お疲れ様でした。この

経験を活かして頂きたいと思います。

明後日倫理法人会モーニングセミナー

よろしくお願いいたします。


