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君津ＲＣ会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　本日は合同例会にご参加い
ただき誠にありがとうござい
ます。橋岡ガバナー、野池地
区幹事長様におかれまして
は、大変お忙しい中貴重な時
間を割いていただきました。
早朝より各クラブの役員懇談
会にもご出席いただき、貴重
なアドバイスを沢山いただき
ました。感謝は一言ではとてもあらわせません。本
日のアドバイスをあらためてかみしめて、君津ロー
タリークラブがますます元気で楽しいクラブになり
ますように、会員増強ができますように、奉仕活動
が進みますようにと心懸けてまいります。木更津東
ロータリークラブの皆さま、富津シティロータリー
クラブの皆さま、本日はようこそいらっしゃいまし

た。本年度君津ロータリークラブの会長を務めさせ
ていただく永嶌嘉嗣と申します。よろしくお願いし
ます。伝統あるクラブの会長を思いがけずお引き受
けすることになり、また本日はガバナー公式訪問の
栄誉を受けて緊張は増すばかりです。しかし当クラ
ブにはたのもしい会員がたくさんいます。私は大船
に乗った気持ちで１年間おおいに楽しみたいと思い
ます。あまり思わしい成果が得られなかったとした
らそれはひとえに会長の不徳の致すところでありま
すので、会員の皆様におかれましては自由に存分に
ロータリアンとしての自覚をもって１年間活動して
ください。ともに大いに楽しんで次年度につなげて
いければと思います。実り多き１年になることを信
じて、以上甚だ簡単ではございますが本日の会長挨
拶とさせていただきます。

報　　告
１．８月６日に第二回定例理事会議が開催されまし
たのでご報告致します。
①会計報告　＊承認
　７月31日現在実績について異議なし
②クラブ公式訪問の次第について　＊承認
　異議なし
③会員家族親睦ボウリング大会について　＊承認
　異議なし
④RYLAセミナー開催及び実行委員の推薦について
　＊承認
　青少年奉仕委員長一任（黒岩ＲＹＬＡ委員長と
相談の上、推薦する）
⑤地区大会開催について　＊承認
　懇親会参加については、会長賞の受賞を確認し
てから決定する
⑥ガバナーノミニー・デジグネート推薦について
　＊承認
　当クラブからの推薦はなし。ガバナー補佐経験
者からの選出も難しく、適任者なし
⑦かものはしプロジェクト卓話について　＊承認
　国際奉仕委員会と相談の上、検討する
⑧甲府東RC創立30周年記念式典の日程変更について
＊承認
　３月16日（土）→５月25日（土）に変更



　＊移動例会としない
⑨君津コミュニティスクール協議会委員について
　＊承認
　協議会委員に就任（岡野会員）→異議なし
⑩その他　＊承認
　次回理事会は、9月3日（月）例会前11時30分～

木更津東ＲＣ会長挨拶
渡邉元貴会長

　午前中の懇談会において
は、いろいろなご指導やご助
言をいただき厚く御礼を申し
上げます。
　また、君津クラブの皆さ
ま、富津シティクラブの皆さ
ま、木更津東クラブの皆さ
ま、このように多くのロータ
リアンの皆さまに３クラブ合
同のガバナー公式訪問例会にお運びいただきまして
誠にありがとうございます。
　木更津東クラブは、前年度に地区並びに君津クラ
ブ、富津シティクラブの皆さまにもご出席いただき
ながら、お蔭さまでクラブ創立50周年の節目を迎
えることができました。この場をお借りして改めて
御礼申し上げたいと思います。
　50年という節目がその機となったように、当ク
ラブも時代の変化に順応していているようにも感じ
られます。たとえば、今では珍しいことではありま
せんが、木更津東クラブでは、前年度に創立以来
一人もおいでにならなかった女性会員を迎え入れる
ことになりました。そして、そのことを契機に新女
性会員さんも増えております。女性のキャリアが活
かせる社会に世の中もどんどん変わってきている中
で、当クラブにも必然的にその変化の波が訪れたか
のようです。
　地区が各クラブのＣＬＰを推奨し、奉仕の実践に
対してのクラブ主体性と変化をより明確に導こうと
するＲＩの方針を考えるとき、変えるものと変えて
はならない、易不易の境界線をどこに求めるか、
51年目からの木更津東クラブでの課題となりそう
です。
　本日合同例会を開催するにあたっては、吉野ガバ
ナー補佐のリーダーシップのもとに、特にホストク
ラブである君津ロータリークラブ永嶌会長、岡野幹
事を中心として、３クラブ互いの意見交換の場を何
度もおつくりいただきました。そうした細部にわた
る綿密なご準備のもとに本日のコラボレーションに
到達したことは、我が木更津東クラブの今後の活動
にも大きな意義あるつながりを強めることができた
と実感しております。

　どうぞ例会終了後の合同クラブ協議会、懇親会含
めまして最後までよろしくお願いを申し上げます。

富津シティＲＣ会長挨拶
椎津裕貴会長

　本日は2018～2019年度、国
際ロータリー第2790地区、ガ
バナー橋岡久太郎様、地区幹
事長野池尚美様、ガバナーノ
ミニー漆原節子様、地区副幹
事櫛引則彦様、地区幹事萩原
勇作様、ご訪問頂きまして、
心から歓迎を申し上げます。
富津シティＲＣ今年度会長を
務めさせて頂きます、椎津です。先程、会長、幹事
会を無事終えまして、貴重なお話を頂戴しました。
今後のクラブ運営に生かしていきたいと思います。
ありがとうございました。今回、三クラブ合同例会
という事で、会員16名の我がクラブでは、これだ
けの人数の例会は、今だ経験もなく、圧倒されそう
ですが、君津クラブ、木更津東クラブの皆さん宜し
くお願い致します。会員数は少ないですが、少数精
鋭で、頑張って参ります。これからも、御指導の程
宜しくお願い申し上げます。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．第５グループ例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞
	 ９月20日（木）休会（定款第８条第１節Ｃ項に基づく）
＜富津シティＲＣ＞
	 ９月12日（水）休会（定款第６条第１節ｂ項に基づく）
	 ９月10日（月）移動例会（例会及び職場訪問／東電Ｌ
ＮＧタンク見学）
２．第52回インターアクト年次大会が開催されます。
　　　日　時：８月25日（土）
　　　受　付：10時30分
　　　開　会：11時
　　　場　所：千葉県南総文化ホール小ホール
　　　出席者：青少年奉仕委員会　黒岩委員
　　宜しくお願い致します。
３．米山記念奨学委員会　委員長セミナーが開催さ
れます。
　　　日　時：８月25日（土）
　　　受　付：13時～
　　　点　鐘：13時30分
　　　場　所：千葉商工会議所大ホール14階
　　　出席者：吉野ガバナー補佐、米山記念奨学委
　　　　　　　員会の鈴木委員長
　　宜しくお願い致します。



４．RID2790地区会員増強・維持拡大セミナーが開
催されます。
　　　日　時：８月25日（土）
　　　受　付：13時30分～
　　　場　所：ＴＫＰガーデンシティ千葉４階
　　　点　鐘：14時
　　　出席者：会員増強委員会　武田委員
　　宜しくお願い致します。	 	 	 	
	 	 	 	 	
〈配布物〉
１．ガバナー公式訪問の次第
２．ロータリーカード作成、及び推進のお願い
３．木更津東ＲＣ、創立50周年記念誌（出席者のみ）

国際ロータリー第2790地区卓話
テーマ「伝統と未来」～誇りと連帯感～

国際ロータリー第2790地区
ガバナー　盾岡久太郎様





木更津東ＲＣ・君津ＲＣ・富津シティ 合同クラブ協議会 プログラム

会　場：ホテル千成　	 	 	
司　会：君津ＲＣ会長　永嶌嘉嗣

14時
１．開会のことば　木更津東ＲＣ会長　渡邉元貴
２．来賓紹介　富津シティＲＣ会長　椎津裕貴
３．出席者紹介　木更津東ＲＣ幹事　大里光夫
　　出席者紹介　君津ＲＣ　　幹事　岡野　祐
　　出席者紹介　富津シティＲＣ幹事　遠藤和夫
４．ガバナー補佐挨拶　ガバナー補佐　吉野和弘

14時25分　第１部
（各３分）
①会長によるクラブ運営方針
　木更津東ＲＣ会長　渡邉元貴
　君津ＲＣ　　会長　永嶌嘉嗣
　富津シティＲＣ会長　椎津裕貴
②社会奉仕委員会より活動計画
　木更津東ＲＣ社会奉仕委員長　鶴岡大治
　君津ＲＣ　　社会奉仕委員長　大森俊介
　富津シティＲＣ社会奉仕委員長　渡邉　敏
③国際奉仕委員会より活動計画
　木更津東ＲＣ国際奉仕委員長　堀内正人
　君津ＲＣ　　国際奉仕委員長　宮本茂一
　富津シティＲＣ奉仕プロジェクト委員長　秋山和彦
④職業奉仕委員会より活動計画
　木更津東ＲＣ職業奉仕委員長　渡邉愼司
　君津ＲＣ　　職業奉仕委員長　時下俊一
　富津シティＲＣ職業奉仕委員長　秋山和彦
⑤青少年奉仕委員会より活動計画
　木更津東ＲＣ青少年奉仕委員長　吉田和義
　君津Ｒ　Ｃ　青少年奉仕委員長　佐々木昭博
　富津シティＲＣ青少年奉仕委員長　窪田　謙

15時10分　第２部

（各10分）
①ガバナー講評
　ガバナー　橋岡久太郎
②クラブからの質疑とガバナーによる応答

15時30分
５．閉会の言葉
　　木更津東ＲＣ会長　渡邉元貴

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 橋岡ガバナー、野池幹事長、ようこ

そいらっしゃいました。本日は宜し
くお願い致します。

岡野　　祐	 ガバナー公式訪問が無事進行でき
た事、うれしく思います。会員の皆
様、ご協力ありがとうございました。

吉野　和弘	 ３クラブ合同例会、協議会よろしく
お願い致します。

廣田　二郎	 橋岡G、ご来訪ありがとうございます。
内山貴美子	 橋岡ガバナー、漆原ガバナーノミ

ニー、野池幹事長、櫛引副幹事長、
萩原幹事、木更津東RCの皆様、富
津シティRCの皆様、本日はようこそ
君津RCに！秋元パストガバナー、昨
日はおめでとうございました！

倉繁　　裕	 橋岡ガバナー様、木更津東ロータ
リー、富津シティロータリークラブ
の皆様よろしく御願い致します。先
週、湿度が低く、最高気温も30℃未
満となりましたが、今週から、また
残暑厳しくなるところ、皆様体調御
自愛ください。

隈元　雅博	 本日のガバナー公式訪問例会、宜し
くお願い致します。

秋元　秀夫	 昨日は旭日小綬章祝賀会に参会頂い
た皆様ありがとうございました。過
分なる祝意を頂き、心より感謝申し
上げます。

宮本　茂一	 橋岡ガバナー、野池幹事長、木更津
東ロータリー、富津シティロータ
リーの皆様方、ようこそいらっしゃ
いました。本日は宜しくお願い致し
ます。

遠田　祐治	 週末箱根に女子ゴルフに行ってきま
した。油断して、顔に日焼け止めを
塗るのを忘れたので顔の皮がボロボ
ロです。涼しくても日焼けには気を
つけましょう。

宮嵜　　慎	 橋岡ガバナー、野池地区幹事長、本
日は宜しくお願いいたします。



大住　昌弘	 本日はガバナー訪問ですが、入会３
年目にもかかわらず、これまでタイ
ミングが合わず今回初めてとなりま
す。他クラブの活動内容も伺いでき
るいいチャンスとなりました。とこ
ろで、柏の自宅では、カーポートの
老朽更新、二重窓対応と、「終わっ
た人」対策の準備を始めています。

黒岩　靖之	 橋岡ガバナー、漆原ガバナーノミ
ニー並びに地区幹事の皆様、ご来訪
ありがとうございます。本日はよろ
しくお願いいたします。

谷口　弘志	 業務の都合上、誠に申し訳ございま
せんが、例会のみの出席となり、合
同協議会並びに懇親会は欠席致しま
す。残暑が非常に厳しい気候となっ
ていますので、特に熱中症には気を
付けましょう。

大森　俊介	 橋岡ガバナー、野池地区幹事長、本
日はありがとうございました。ま
た、木更津東RC、富津シティRCの
皆様、合同例会で非常に有意義な時
間を過ごすことができました。あり
がとうございました。

阿部　正雄	 橋岡ガバナー公式訪問ありがとうご
ざいます。又、三クラブの合同クラ
ブ協議会ご苦労様です。ロータリー
の精神に基づき、今年も頑張りま
しょう。

赤星　哲也	 暑い日が続きますが、皆さん体調を
壊されませんように！

吉田　雅彦	 本日は、橋岡ガバナーご来訪ありが
とうございました。前回の例会後、
40℃超の高熱と下痢になり、生まれ
て初めての歩けない位の体調不良に
なりました。引き続き体調管理に気
をつけていきたいと思います。

中野　賢二	 富津シティロータリーのみなさん、
本日はよろしくお願いします。

阿部　昭広	 橋岡ガバナー、本日は公式訪問ご苦
労さまです。ご指導のほどよろしく
お願いいたします。

谷　　浩司	 本日は、３クラブ合同例会というこ
とで、大勢の方に来ていただきあり
がとうございます。木更津東RC、
富津シティＲＣのみなさんと一緒に
例会を行う良い機会となり、勉強に
なりました。

合同例会の様子
（君津ＲＣ、木更津東ＲＣ、富津シティＲＣ）

合同クラブ協議会の様子
（君津ＲＣ、木更津東ＲＣ、富津シティＲＣ）



合同懇親会の様子
（君津ＲＣ、木更津東ＲＣ、富津シティＲＣ）


