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乾　　杯
隈元雅博直前会長

　本日は2018－2019年度の第一例会です。隈元直
前会長、乾杯のご発声をお願いします。

認証状・会長章の引継ぎ
隈元雅博直前会長
永嶌嘉嗣会長

　認証状・会長章の引継ぎを隈元直前会長から永嶌
会長へお願いします。

役員章引継ぎ式
福田順也Ｓ.Ａ.Ａ.

早見直前副会長⇒倉繁副会長

永嶌会長⇒内山会長エレクト

荒井直前幹事⇒岡野幹事

岡野直前副幹事⇒武田副幹事



内山直直前幹事⇒荒井直前幹事

本年度の役員・理事紹介
永嶌嘉嗣会長

会長就任挨拶
永嶌嘉嗣会長

　今回会長を務めさせていた
だきます、永嶌です。職業分
類は外科医ですが、手術から
はもうずいぶん長い間離れて
います。玄々堂君津病院とい
うところで名誉院長を務めて
おりますが、まだ週5日外来診
察をしております。医師とし
ての能力はだいぶ落ちてきて
いますが、ご希望に応じて優秀な医師をご紹介でき
ますので遠慮なくご相談ください。

会長エレクト就任挨拶
内山貴美子会長エレクト

　今年度、会長エレクトを引き継ぐことになりまし
た内山貴美子でございます。
　幹事退任の挨拶をしてから、あっという間の１年
間が過ぎてしまいました。その間、少しのんびりと
させていただきましたが、これからの１年間は、永
嶌会長、岡野幹事のもと、しっかりと再度ロータ

リー活動、君津クラブの運営
手腕について勉強させていた
だき、お二人のお役に立てる
よう努力していきたいと思い
ます。
　そして、君津クラブが、永
嶌会長の目指す楽しいロータ
リークラブになり、会員の増
強がより達成できるよう努力
していきたいと思います。
　１年間はあっという間に過ぎてしまいます。振り
返るといつも、ああすればよかった、こうすればよ
かった等いろいろといつも後悔が残ります。沢山の
失敗もあるかと思います。でも、これからの君津
ロータリークラブに向けて、一生懸命、頑張ります
ので、至りませんが皆さんのご協力を宜しくお願い
致します。

副会長就任挨拶
倉繁　裕副会長

　このたび、2018－2019年
度、永嶌会長年度、副会長を
仰せつかりました。
　2014年に入会をさせて頂
き、職業奉仕委員会、公共イ
メージ向上委員会におきまし
て、ロータリークラブ活動を
務めさせて頂きましたが、未
だ、幅広く、かつ奥深いロー
タリークラブ活動の一部分への参画、理解に留まっ
ているにすぎないと思っております。
　今後、ロータリークラブ諸活動の意義、意味合い
への理解をさらに深めながら、取組んでまいりたい
と考えています。
　永嶌会長の下、内山会長エレクト、岡野幹事、武
田副幹事はじめ関係の皆様方と連携しながら、取組
を進めてまいりたいと考えております。よろしくお
願いいたします。

幹事就任挨拶
岡野　祐幹事

　本年度永嶌会長のもと、幹
事を務めます岡野です。クラ
ブのテーマ、ロータリーを、
楽しもう！を、全面にだし、
会員皆さんが、楽しくロータ
リー活動が出来ますよう幹事
役を、頑張ってまいりますの
で、皆様どうぞよろしくお願
いいたします！

会　　　長	 永嶌　嘉嗣
副　会　長	 倉繁　　裕
幹　　　事	 岡野　　祐
Ｓ .Ａ .Ａ .	 福田　順也
直 前 会 長	 隈元　雅博
国 際 奉 仕	 宮本　茂一
青少年奉仕	 佐々木昭博

会長エレクト	 内山貴美子
研修リーダー	 小幡　　倖
会　　　計	 喜多見　貴
副　幹　事	 武田富士子
社 会 奉 仕	 大森　俊介
職 業 奉 仕	 時下　俊一



副幹事就任挨拶
武田富士子副幹事

　2018-19年度　副幹事の武田
富士子です。
　副幹事は、次年度の幹事職
を仰せつかるという事に繋が
ります。この一年間しっかり
と勉強させて頂きます。永嶌
年度の理事の一員として、岡
野幹事の補佐役として一生懸
命つとめます。
　君津ロ－タリ－クラブの活動を楽しみましょう。
皆様よろしくお願い致します。

感謝状・記念品の贈呈
パスト会長章の贈呈

永嶌嘉嗣会長
鈴木壮一直々前会長

直前会長・幹事・副会長に感謝状及び記念品の贈呈

会長章の贈呈

会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　この度会長をお引き受けすることになりました永
嶌です。どうぞよろしくお願いいたします。こう見
えてもロータリー歴は直直前会長の鈴木さんや直前
会長の隈元さんより長いです。できれば会長や幹事
などという目立つ場所には立たずに済まそうとひっ
そりと息をひそめてお酒だけを飲んでいたのです
が、宮本さんに見つかってしまいこのようなことに
なってしまいました。ご存知の方も多いと思うので
すが、つい先日まで君津木更津医師会の会長を務め
ておりました。できれば早く辞めたいと思っていた

のでロータリークラブから声がかかったのは天の助
けでした。１年間楽しく務めさせていただきたいと
思います。宜しくお願いします。

報　　告
１．本日７月２日（月）第68回「社会を明るくする
運動」の駅頭啓発運動に私（永嶌会長）が参加し
てきました。犯罪や非行のない明るい社会実現の
ための運動を展開してきました。

２．国際ロータリー第2790地区、橋岡ガバナーエレ
クトより黒岩会員へ委嘱状が届いておりますので
お渡しします。
　　黒岩会員：ＲＹＬＡ委員会　委員長

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．７月４日(水）第89回都市対抗野球本大会壮
行・激励会が開催されます。
　　　時　間：18時30分～20時
　　　場　所：	ハミルトンホテルKAZUSA　２F
　　当クラブからは、永嶌会長が出席致します。宜
しくお願いします。
２．次週（７月９日）の例会は、夜間例会となります。
　　　時　間：18時点鐘
　　　場　所：ホテル千成３階
　　　内　容：直前会長・幹事慰労夜間例会及び会
　　　　　　　員家族歓送迎会
　　　会　費：7,000円
　　お間違いのないようお願い致します。
３．2018～19年度君津ロータリークラブ予算書に
ついて（会員の２／３の賛成にて改正成立：47
名で成立いたしました）

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．直前会長・幹事慰労夜間例会及び会員家族歓送
迎会の出欠について
４．新日鐵住金かずさマジック応援の案内
５．財団ＮＥＷＳ（７月号）
６．ハイライトよねやま219
７．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2018－19年度　君津ロータリークラブ予算書
３．君津ＲＣ創立45周年記念誌
４．2018－19年度のテーマバッチ（会長よりプレ
ゼント）
５．ガバナー月信（７月号）



６．2017－18年度地区大会記念誌

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
7月の誕生祝・私の記念日

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 １年間よろしくお願いします。先

日、宮本さんと黒岩さんから就任祝
いを頂きました。

岡野　　祐	 本日から永嶌年度の始まりです。幹
事として皆様と共に、楽しいロータ
リー活動が出来るよう、努めていき
ます。よろしくお願い致します。

隈元　雅博	 2018－2019年度　初例会おめでと
うございます。これからもロータ
リー活動を頑張ります。

荒井潤一郎	 今日から新年度です。今年度もよろ
しくお願い致します。

宮本　茂一	 先週の木曜日、永嶌会員と岡野会
員と黒岩会員で永嶌会員の会長就
任前祝のゴルフをしました！！本当は
前祝のつもりはなかったのですが、
ショートホールでまぐれのバーディ
を取って逆転して自力で前祝を勝ち
とりました！！おめでとうございます。

	 誕生祝いありがとうございました。

坂井　正視	 ①誕生祝いありがとうございました。
	 ②永嶌会長、岡野幹事の良き船出を

祝して！
	 ③私ごとですが、ついに今年の12

月頃じいさんになりそうです。
ＲＣの先輩じいさんから、じい
さん心得をご教授下さい。

倉繁　　裕	 先週末関東地方は、記録上最も早
く梅雨明け宣言となり、週末も暑い
日々となりました。熱中症のリスク
のある日々が長く続きますが、かず
さマジックには涼しい東京ドームで
16日から勝ち進んでほしいものです。

	 誕生祝いありがとうございました。
内藤　智介	 永嶌会長及び本年度役員理事の皆

様、本年度のスタートおめでとうご
ざいます。私もおめでたい事に又、
又、又大当りを頂きました。花のあ
る生活を目指し、一輪挿しをいただ
きます。ありがとうございました。

吉田　雅彦	 本日は妻の誕生日でもあり、結婚記
念日でもあります。お花、ありがと
うございます。皆様と共に永嶌年度
もがんばります。

内山　雅博	 今月で結婚丸21年となります。やっ
と出会えた長男は来月ようやく10歳
となります。パパはまだまだ頑張り
ます。

	 私の記念日ありがとうございました。
黒岩　靖之	 永嶌・岡野年度のスタートを祝して！
内山貴美子	 いよいよ永嶌年度のスタートです

ネ！皆様、楽しくロータリー活動を
頑張りましょう

時下　俊一	 サッカーも決勝Tが始まり、寝不足
の日が続いています。今夜（という
か明朝）は決戦です。熊野大宮大社
より授かった八咫烏のお守りをテレ
ビの前におそなえするとあまり良い
結果が出た事がないのでじっとがま
んしておきます。

大浦　芳弘	 私の周辺でも軽度の熱中症が出てい
ます。梅雨も明けて長く暑い夏にな
りそうです。熱中症対策、万全でい
きましょう。

大森　俊介	 新年度がはじまりました。今年度もＲ
Ｃ活動頑張ります。駅前の水まきの
ご協力も皆様宜しくお願い致します。

鈴木　荘一	 永嶌年度の始まりです。「Enjoy	
Rotary」会員のひとりとして頑張り
ます。

秋元　秀夫
近藤　洋子
坂井　正視
宮本　茂一
倉繁　　裕
別府　明人
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小幡　倖	 毎日暑い日が続いていますが、体調
管理に注意しましょう。本日第一例
会、本年度スタートです。永嶌会
長、岡野幹事よろしくお願い致しま
す。全員で盛り立てましょう。

北見　洋司	 隈元さん、ごくろうさまでした。永
嶌さん、これから１年間よろしくお
願いします。

喜多見　貴	 急に暑い日が続くようになり体がつ
いていけず疲れぎみです。体調管理
に注意していきたいと思います。

猪瀬　　浩	 2018－9年度、初年度最初の例会に遅
刻しまして申し訳ありません。本年度
も色々とご迷惑をおかけするかと思
いますが、よろしくお願いします。

遠田　祐治	 今日、これから人見神社で安全祈願
祭です。今年の夏、無災害でがんば
ります！

秋元　政寛	 永嶌新会長をはじめ新役員の皆様、
１年間どうぞよろしくお願いします。

坂本　直樹	 新年度を迎え新たな気持ちでロータ
リー活動を１年頑張って参ります。
よろしくお願い致します。

大住　昌弘	 本日より、公共イメージ向上委員会
で頑張ります。会員の方や会員以外
にもメッセージ力のあるホームペー
ジの運営を努めます。

	 本日、組合との懇談会があり途中退
出致します。

佐々木昭博	 本日より永嶌年度スタートです！青
少年奉仕委員長としてがんばらせて
頂きますのでよろしくお願いします。

髙橋　雄一	 今年度よりS.A.A.を担当させて頂き
ます。ふなれでございます。よろし
くお願い致します。

西山　　肇	 暑い日が続いています。今夜はW杯
ベルギー戦で更に熱くなりそうで
す。2018－19年度もロータリー活
動がんばります。

谷　　浩司	 本日から永嶌年度がスタートとな
り、委員会も新しくなり、緊張と不
安が入り混じっていますが、がん
ばって努めて参りますのでよろしく
お願いします。


