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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　先週は花植えご苦労様でした。少し暑かったです
が、無事に終わってよかったです。大森委員長、茂
田副委員長をはじめとしてご協力いただいた会員の
皆さまどうもありがとうございました。後日確認し
ましたが、いつになく見事な出来栄えであったと思
います。予定通り水栓も付きましたので、君津ロー
タリークラブとしても今後も継続的に取り組む必要
があると思います。ただ熱中症の生徒が複数出るよ
うになったら、その対策や、やり方について少し考
える必要があるのかなと思います。
　今日はクラブ協議会となります。最終的な活動報
告を各委員長の方々にはよろしくお願い致します。
ロータリー活動の主体は委員会活動です。私が会長
になったとき、当初は自分でかなりのことをしなく
てはいけないと思い気が重くなりましたが、例会に
来て皆さんのお顔を拝見すると、これだけたのもし
い仲間がたくさんいるのだから心強い、各委員長さ
んにお任せしておけば間違いはないと気付きまし
た。そしてその通りに1年間を乗り切ることができ
たと思います。皆様の手厚いご指導、ご鞭撻のおか
げと感謝しております。どうもありがとうございま
した。
　習慣性飲酒はやめることができたといいました
が、今週は今日を含めて3回の機会飲酒が控えてお
ります。精一杯楽しむつもりですが、以前と比べ

るとアルコールにかなり弱くなってきた感じがしま
す。女房に言わせると「あなたはもう一生分飲んで
しまったのよ」と冷たいものです。今日はなんとか
2次会までお付き合いさせていただきたいと思いま
すので、1次会ではあまりお酒を強要しないように
よろしくお願い致します。
　以上自分がいくらでも飲めたときには他の会員の
皆さまにさんざんアルコールを強要しておきなが
ら、多少身勝手なお願いとは思いますが、本日の会
長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．5月27日(月)ＲＬＩ卒業コースが千葉市民会館

で開催されました。当クラブからは、吉野会員、
宮本会員が出席しました。お疲れ様でした。

　　　 
２．5月28日(火)第22回君津市チャリティーゴルフ

大会第2回運営委員会に秋元ゆかり会員が出席し
ました。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．6月6日(木)第5グループ会長幹事会が開催され

ます。
　　場　所：ホテル千成
　　時　間：17時～　新年度会長幹事会
　　　　　　18時～　現・新合同会長幹事会
　　出席者：吉野ガバナー補佐・廣田グループ幹事・
　　　　　　永嶌会長・内山会長エレクト・岡野幹事・
　　　　　　武田会長エレクト　６名
２．6月8日（土）ＲＬＩ ＤＬ養成講座が開催されます。
　　場　所：千葉市民会館
　　受　付：13時10分
　　開　会：13時30分（閉会18時）
　　懇親会：18時
　　出席者：吉野会員・宮本会員
３．次週例会のプログラムは、次年度タイムです。
　　次年度委員長より活動計画を発表して頂きま

す。発表した内容は次年度活動計画書に掲載させ
て頂きますので、原稿を事務局までメールにて



送って下さい。締切日は6月10日(月)です。
　　また、委員長が欠席の場合は、代理の方に発表

をお願いして下さい。
　　宜しくお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第５グループ週報は次週まとめ

て回覧致します。
２．６月17日の夜間例会（今年度最終例会）の出

欠についての案内

〈配布物〉
１．例会プログラム

米山奨学生自己紹介
付靖秋様

　皆さん、こんばんは。先月
に私のカウンセラー担当の廣
田さんから、紹介してくださ
いましたが、今回はこの場を
借りて、改めて自己紹介させ
ていただきます。
　今年、新規米山奨学生の付
靖秋と申します。苗字は付で
す。普段は「ふっくん」と呼
んでいただければと思います。中国の東方部、北朝
鮮のとなりにある吉林省長春市の出身です。中国の
デトロイトと呼ばれる自動車産業の町です。半年間
は冬で、とても寒いところなので、冬場の氷灯は有
名です。氷灯とは、氷を彫刻したり、積み上げたり
して、城や楼閣を作って、氷の中にフルカラーの電
球を入れて、ライトアップしたものです。実家の名
産物はよく薬として使われるロクジョウ（鹿の袋
角）、オタニニンジンです。名所にいては、満洲国
の首都として建物群がたくさん残っています。例え
ば、満洲国皇居博物館です。それは中国の最後の皇
帝、プーイが就任した場所です。歴史のことで、日
本の方がよくいらっしゃいます。
　私は来日3年目です。現在は千葉大学大学院に所
属し、公共社会科学専攻の修士2年生です。来年3
月卒業見込みです。私の研究分野はマーケティング
サイエンス、マーケティングリサーチです。例え
ば、顧客管理や購買行動のデータを分析し、ビジネ
ス企画、経営戦略の意思決定にサポートする分野で
す。趣味は多種多様です。旅行、日本お祭りの参
加、日本麻雀の対戦、鉄道撮影等ですが、特に日本
国内の旅行が好きです。
　4年前の夏、当時に中国の大学で日本語を学んで
いた私は日本旅行という夢を叶えました。実は、高
校時代からアニメやマンガがきっかけとして、日本

旅行は憧れでした。日本の地方の風景、夏の風物詩
と呼ばれる花火大会等を肌感覚で体験しましたが、
帰国の飛行機を搭乗した際に、「もっと日本文化の
理解を向上したい、日本の方々と交流したい」とい
う物足りない気持ちは、留学の原動力だと追憶して
います。その経験を踏まえて、3年前にダブルディ
グリー制度を利用して、留学しに参りました。今で
も、時間があれば、友人を連れてどこかへ旅行をし
ています。千葉県内だと、例えば、銚子、館山・鴨
川、養老渓谷等の観光情報を国内外の友人に発信し
ています。
　私の夢は、日本の魅力的な観光資源を世界に発信
することを通じて、地域観光まちづくりに貢献した
いと思いました。しかし、たくさんの地域に訪問し
ました私は、地域の人口過疎化、高齢化によって、
人手不足という問題を痛感しました。労働者が少な
くなることで、観光産業を含める地域産業は成り立
たないと思います。そこで、私は日本の地域観光を
守りたいと思い、IT業界の就職先を決めました。
それはICTを通じて、地域の人手不足の解消や、訪
日外国人観光客の受け入れ環境の充実を向上させた
いと考えています。
　最後になりますが、ロータリークラブの皆さんは
「奉仕」という言葉を非常に大切にしていることを
感じております。中国のことわざですが、「水を飲
むときに、その井戸を掘ってくれた人の恩は忘れて
はならない」、皆さんの支援を受けている私は、そ
の奉仕の気持ちを忘れてはならないです。私は、そ
ういう奉仕の気持ちで地域創生に支え、平和・友好
の架け橋として社会に貢献したいと考えています。
一年間未満ですが、これからお世話になります。よ
ろしくお願いいたします。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
6月の誕生祝・私の記念日
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ク ラ ブ 協 議 会
下期活動報告
Ｓ.Ａ.Ａ.

福田順也Ｓ.Ａ.Ａ.
　ＳＡＡの福田です。副ＳＡＡは、村上会員、髙橋
会員、藤平会員です。
・点鐘30分前までに準備を終え、秩序正しく、品

位ある例会の進行ができました。
・親睦委員会のご協力を頂き、通常例会では、毎

回、お楽しみ席替えの実施ができました。
・例会の進行は、副ＳＡＡ村上会員、髙橋会員、藤

平会員協力のもと、計4名で順番に行う事ができ
ました。

　以上、例会進行に当たり、会員皆様方のご協力、
誠にありがとうございました。

クラブ管理運営委員会
倉繁　裕委員長

方　針：
　当クラブの会員構成とその特性を活かし、クラブ
運営の基本原則や会務のあり方を十分に理解しつ
つ、ロータリーの諸活動を楽しむべく、例会の充実
と会員相互の親交等を深める。親睦委員会の円滑な
運営のための調整・支援を行う。

方針に従って、下記取り組み推進を行った。
・クラブ運営の基本原則や会務のあり方を踏まえ

て、会員がロータリー諸活動を楽しむべく活動を
進める。

・親睦委員会が策定した活動目標と活動状況を把握
し、各種企画に対する会員の積極的な参画を働き
かける。

・例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、諸活
動の工夫等の提案を行う。

親睦委員会
宮嵜　慎委員長

　親睦委員会の下期活動報告です。まずは活動方針 
として「楽しく魅力ある例会と親睦活動を計画実
施 し、会員相互のフェローシップを深める後押し
をする。忙しい仕事の合間を抜けてでも出席したい

と感じる価値ある例会、ロータリーにする。それに
より 出席率を向上させ、退会防止、会員増強に繋
がるよう尽力していく。」と打ち立てて活動させて
頂きました。下期に行った事としまして、上期に引
き続き谷副委員長に中心となって頂き、会員及び外
部の方の卓話を定期的に実施出来ました。また５月
25日には姉妹クラブである甲府東ＲＣ創立30周年
記念例会・式典・懇親会があり、両クラブ来賓併せ
て8２名が参加し更に親睦と絆を深める事が出来ま
した。 　
　反省としましては、４月５月位に行なおうと思っ
ていたゴルフコンペなどが下期後半のあわただしい
クラブスケジュールの中に上手く組み込めず開催出
来なかった事です。年初からバランスを考え計画的
に行事を予定すべきだったと感じます。他、改善案
としまして例会受付時の出席表をもっと記入しやす
くしたい。受付が２人だと混雑時の対応が大変なの
で３人体制では？とか、受付当番欠席時の代理手配
を委員みんなで迅速に対応する為に親睦委員会のラ
イングループ作りなどの意見も有りましたので、次
期親睦委員長の大川会員へと引き継ぎ、更に良い親
睦委員会にして頂きたいと思います。

会員増強委員会
内山貴美子委員長

　委員長　内山貴美子、荒井潤一郎副委員長、秋元
秀夫、青柳博、武田富士子委員の5人で活動してま
いりました。
　ロータリーの理念を理解し、奉仕活動に意欲のあ
る人を選出、推薦し会員を増強するということで各
会員のご協力を頂き、会員総数1割増の61名（5名
を増やすこと）を目標に活動してまいりましたが、
目標には達成できませんでした。しかし女性会員の
増強についてはクラブの1割に接近することができ
ました。皆様ご協力ありがとうございました。今後
次年度の委員の皆様にバトンタッチいたします。宜
しくお願い致します。

ロータリー情報委員会
宮本茂一委員長

　ロータリー情報は、入会直前の方にロータリーク
ラブを御案内するとても重要な時間なので、慎重か
つわかりやすくを心掛けてきました。
　特にロータリーの成りたちや魅力をいかに心に残
る様に伝えるかを工夫しました。
　ちゃんと伝えられたか不安がありますが、とても
優秀な副委員長の鈴木会員や隈元委員が控えている
ので次年度からは大丈夫です。
　少なからず心の友を作る事と、自分の商売をしっ
かりする事を伝えたということで目標は達成できた



と思います。

公共イメージ向上委員会
大住昌弘委員長

１．例会、クラブ活動内容について情報確保に努
め、会報の作成やその内容の充実を図る為、当委
員会各委員が事務局と連携し輪番性を原則としつ
つ協力しこれにあたった。

２．また、同じく、ロータリーの広報誌「ロータ
リーの友」の紹介を通して、内外のロータリアン
の活動を知ると共に奉仕の理念を育むべく、引き
続き、記事内容について当委員会各委員がそれぞ
れの工夫を凝らし、持ち回りにて各月例会におい
て紹介した。

３．当クラブの活動内容についての地域社会の認識
を高める目的で、新千葉新聞社、千葉日報社への
接触、情報の発信に努めた。件数は少ないが、出
前教室、君津市少年野球大会（ロータリークラブ
杯）について記事を提供したが、出前教室につい
ては新千葉新聞本年２月１９日号に取り上げてい
ただいた。野球大会については千葉日報社から掲
載の話をいただいたが、同社より詳細データの提
供（各試合の出場選手名など）を求められ、現状
君津市少年野球連盟に協力を依頼中だが時間の経
過もあり、掲載は難しい模様。

４．上期に掲載容量の拡大を果たしたホームページ
の充実について、事務局のお力により、クラブ行事
の写真を多く掲載する等、当ロータリークラブの公
共イメージの向上に寄与できたものと考える。

奉仕プロジェクト委員会
内山貴美子委員長

　委員長 内山貴美子、荒井潤一郎副委員長の2人で
活動してまいりました。
　上期に引き続き、社会奉仕、国際奉仕、職業奉
仕、青少年奉仕の４委員会が連携して活動すること
のサポートを実行してまいりました。スリランカへ
の浄水器の支援、出前教室、ＲＹＬＡへの参加、周
西中学校との駅前花壇花植等身近な分野まで様々な
プロジェクトに対し、すべての会員が連携して活動
できました。総合的にクラブの魅力を高め、各委員
会主導のもと一体感が高まり、楽しく活動できたと
思います。ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会
大森俊介委員長

　今年度の社会奉仕委員会は、活動方針にある地域
社会との連携では、きみつ愛児園のクリスマス会へ
の支援活動、周西中学校生徒による君津駅前花植え
事業、100年バンド活動支援、歳末チャリティーの

募金の寄付を実施しました。
　また、枝豆収穫祭では、国際奉仕委員会、公共イ
メージ向上委員会と連携し、参加者に対し、ロータ
リー活動の理解を深めるための広報を実施しました。
　また、地域の安心安全を会員に考えて頂く機会とし
て、君津警察署交通課長による卓話を実施しました。
　無事６つの活動計画を完了しましたが、会員の皆
様に多くのご協力を頂きましたことに御礼申し上
げ、活動報告とさせていただきます。
1年間ありがとうございました。

国際奉仕委員会
宮本茂一委員長

　この一年間の委員長の役割はとても楽をさせても
らいました。活動方針や活動計画も委員の大住さん
が大車輪のごとく活躍してくれて、スリランカの小
学校へ浄水器の寄贈も行ない、次年度も引き続く事
になりました。
　国際奉仕は、やりかけたら途中で止める事はでき
ない。途中で止めると貧富の差が生じるし、その為
に争いが始まるので継続が出来るのはとても良かっ
た。最後に国際大会に参加できなかった事がとても
残念でした。

職業奉仕委員会
時下俊一委員長

１．出前教室の実施
例年通り、周西中、八重原中、周西小の三校で出
前教室を開催することとし、

　　周西中学校　2018年12月17日（月）午前中
　　八重原中学校　2019年1月25日（金）午前中
　　周西小学校　　2019年2月27日（水）午前中

の日程で実施しました。講師を派遣いただいた会
員各社には深く感謝したいと思います。

２．授業内容のリニューアル
新たな講座を各校一つ開設し、他の講座も授業内
容に新たなアイテムを導入いただく等当初の目標
は達成できたと考えております。

　併せて、周西小学校の出前教室において君津市教
育委員会より見学に来ていただく等、行政の関心も
高まっている模様で、君津ロータリークラブの地域
への奉仕活動をPRできたと思います。

青少年奉仕委員会
佐々木昭博委員長

　今年度の活動報告です。まずは去年9月に行わ
れました「君津地方中学英語スピーチコンテス
ト」への協賛を致しました。そして今年の2月2



日と3日の2日間で岩井海岸にて行われました、 
「第42回RYLAセミナー」の実行と参加をしてま
いりました。当クラブからは参加青少年4名と、 
参加ロータリアン1名。また実行委員として5名が
黒岩実行委員長の元、RYLAセミナー運営のお手伝
いをさせて頂きました。RYLAは青少年の皆さんに
RCを知ってもらう良いきっかけになると思います
し、そこから将来のロータリアン誕生へも繋がる
可能性もあります。次年度も黒岩会員が2年連続の
RYLA実行委員長、内藤会員が地区委員に選出され
てますので、引き続き君津RCの青少年奉仕のメイ
ン事業として盛り上げて行って欲しいと思います。 
また5月に行なわれました、「君津RC杯少年野球大
会」への協賛・支援・メダル授与式への参加を行い
ました。こちらもは岡野幹事を含め4名の参加で少
年達を激励してまいりました。

ロータリー財団委員会
大川裕士委員長

　ロータリー財団委員会活動を報告致します。
　副委員長に早見会員、委員に釼持会員、石川会
員、津露会員の5名で活動方針のもと、活動してま
いりました。
活動計画の
１．年次寄付150ドル/人は、達成しました。
２．ポリオプラスへの指定寄付30ドル/人は、達成

しました。
３．社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、職業奉仕

委員会との企画連携により地区補助金、グローバ
ル補助金等の活用を促進する。に付きましては、
2018-2019年度の地区補助金プロジェクト名は出
前教室で、2018年7月18日に地区より承認の連絡
を頂き、職業奉仕委員会出前教室活動に使用させ
て頂きました。

４．ガバナー公式訪問及び11月の財団月間を通じ
ての財団ＢＯＸの活用に付きましては、2018年
11月26日の例会にて実施しました。

５．クラブ認証ポイントを活用して、ＰＨＦを拡大す
る。に付きましては、2018年9月に実施しました。

６．ロータリー財団の活動内容を理解して頂くため
の情報発信、卓話を実施する。に付きましては、
ロータリー財団月間の2018年11月26日に例会に
て、ロータリー財団ポリオプラス委員会委員　朱
孝様にご講演頂き、実施しました。

　以上ロータリー財団委員会活動の報告とさせて頂
きます。
　1年間ご協力頂きましてありがとうございました。

米山奨学記念委員会
鈴木荘一委員長

　米山奨学記念委員会では各行全ての目標をクリア
することが出来ました、ありがとうございました、
今年からは米山奨学生の付君を世話クラブとして迎
え入れることになりました。米山奨学事業は目に見
えない未来への投資となります、ぜひ次年度も同様
にご協力のほどよろしくお願いします。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 記念日のお花、楽しみにしています。
岡野　　祐 今年度最後の理事会でした。理事の皆

様、一年間ありがとうございました。
内山貴美子 例会も残す所あと２回となります。い

よいよ次年度が近づいています！皆
様のご協力、宜しくお願いします！

川名　正志 本日は当館のご利用ありがとうござ
います。

釼持　純一 本日、誕生日の品をいただきまし
た。ありがとうございました。

隈元　雅博 奨学生の付靖秋君、世界平和の為に
共に頑張りましょう！

 永嶌年度最後の合同理事会、クラブ
協議会お疲れ様でした。次年度に向
けて今夜は付君と共に大いに懇親を
深めましょう！これからもロータ
リー活動を頑張ります！

谷口　弘志 先週末、製鉄所協力会の行事で赤坂
迎賓館をはじめて見学して来まし
た。実に贅沢を尽くした国宝に指定
された建物でした。一度は見学して
見るのも良いですよ。

黒岩　靖之 明後日から、都市対抗野球大会予選
南関東大会が始まります。かずさマ
ジックが東京ドームに出場できるよ
う皆で頑張って応援しましょう。

秋元ゆかり 今日は入会させて頂いて初めての夜
間例会です。四つのテスト、唱和さ
せて頂きます。緊張しています。

廣田　二郎 甲府東RCの30周年記念式典に参加
された方、お疲れ様でした。

髙橋　雄一 あつくなってきました。まけずにガ
ンバリます。

時下　俊一 色々トラブル続きで例会、奉仕活動
等欠席が続いており、ごめいわくを
おかけしています。あれもこれも身
から出たサビと受けとめて静かに謹
慎しております。

遠田　祐治 新入社員が重機の練習をはじめまし
た。元気な様子からパワーをもらっ



てます。
大住　昌弘 5月23日（土）群馬県富岡市の妙義

山登山に行って来ました。妙義山自
体は危険なコースなので、その中
腹にある石門コースをめぐりました
が、それでも足ががくがくするほど
のスリリングな場所もあり、インス
タ映えするコースでした。しばらく
ゴルフが続くので、昨日、ゴルフの
練習場に行って靴の紐を結ぼうとし
た途端、腰に痛みが走り、一球も打
たぬうちに、ほうほうの体で自宅に
帰り、伝え歩くしかありませんでし
た。日頃の不摂生にもかかわらず、
調子に乗ってしまいました。今日は
懇親会の途中で失礼します。

佐々木昭博 本日は青少年奉仕委員会の活動報告
をさせていただきました。今年度の
例会もあと２回です。ロータリー活
動、がんばって行きましょう。

倉繁　　裕 ６月になり、４月入社新人が、集合
研修を終えて、各職場に配属される
時期となってきました。少子化の中
で大事にされ、プライベート優先、
SNS活用、など特徴がある中、指
導すべきことを教育しながら、定着
化を図って、早く、1人前の戦力に
なってほしいところです。

中野　賢二 今日は、ノドがかわいているのでた
くさん飲みます。

大浦　芳弘 いよいよ今週にも入梅と報じられて
います。じめじめした嫌な季節とな
りますが、適度な雨は駅前花壇も潤
してくれます。適度な降雨で、50年
に一度というような豪雨による被害
がないことを願いたいと思います。
マジックは、５日のホンダ戦から南
関東大会に臨みます。応援をよろし
くお願いします。

秋元　政寛 梅雨が近づくこの時期になると何か
の花粉に苦しめられます。今日もア
ルコール消毒で乗り切ります！！

大森　俊介 付さん、ようこそ君津RCへ。今後
とも宜しくお願いします。

福田　順也 ふ君、一緒に楽しみましょう。
坂本　直樹 季節外れの暑さが続き、会社でも体

調不良者が出ております。熱中症に
も十分気をつけましょう。

内藤　智介 ５月31日浦安RCにRYLAの卓話に
行って来ました。少しずつ異なる進

行やプログラムに新鮮さを感じまし
た。次の機会には、簡潔にわかりや
すく話せる様に今から準備したいと
思います。

 



懇親会の様子（令和元年6月3日）


