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乾　　杯
永嶌嘉嗣直前会長

　本日は2019－2020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
永嶌嘉嗣直前会長
内山貴美子会長

　認証状の引継ぎを永嶌直前会長から内山会長へお
願いします。

役員章引継ぎ式
佐々木昭博Ｓ.Ａ.Ａ.

永嶌直前会長⇒内山会長

岡野直前幹事⇒武田幹事

本年度の役員・理事紹介
内山貴美子会長

会　　　長	 内山貴美子
副　会　長	 中村　圭一
幹　　　事	 武田富士子
Ｓ .Ａ .Ａ .	 佐々木昭博
直 前 会 長	 永嶌　嘉嗣
国 際 奉 仕	 大住　昌弘
青少年奉仕	 宮嵜　　慎

会長エレクト	 荒井潤一郎
研修リーダー	 小幡　　倖
会　　　計	 芝﨑　　均
副　幹　事	 福田　順也
社 会 奉 仕	 茂田　秀和
職 業 奉 仕	 遠田　祐治
親　　　睦	 大川　裕士



会長就任挨拶
内山貴美子会長

　今年度、会長に就任いたしました有限会社内山建
設の内山貴美子でございます。職業分類は土木請負
業です。
　剱持パスト会長に勧められ君津ロータリークラ
ブに入会してから早いもので7年と10ヶ月が経ちま
す。その間いろいろな方々と巡り合い、仲間とな
り、奉仕活動に励み、好意と友情を育みこの場に立
つことができました。
　令和になって最初の、そして君津ロータリー始
まって以来の女性会長として就任することができ大
変光栄に思います。ありがとうございます。
　私は、人前に立って話をしたり、積極的に皆を先
導したりすることが大変苦手で、何が残せるかはわ
かりませんが、私なりに「増やそうロータリーの
手」をスローガンに、この与えられた機会を一生懸
命頑張り、次年度の会長に繋げていきたいと思いま
すのでどうぞ皆様ご支援ご協力をよろしくお願い致
します。

会長エレクト就任挨拶
荒井潤一郎会長エレクト

　会長エレクトを務めさせて頂きます、荒井です。
会長・幹事のお手伝いをしながら、色々と勉強させ
て頂きます。1年間よろしくお願い致します。

副会長就任挨拶
中村圭一副会長

　内山年度で副会長を仰せつかりました中村です。
君津RCの皆さまの活動に、少しでもお役に立てる
よう頑張りたいと思っておりますのでよろしくご指
導をお願いいたします。

幹事就任挨拶
武田富士子幹事

　今年度、内山会長の下、幹事を務めます武田富士
子です。クラブ運営が円滑に進められるように頑張
ります。
　そして、内山会長の今年度の行動目標「増やそう
ロータリーの手」を目標として一緒にがんばってい
こうと思ってます。
　正直現在、気持ちも時間も余裕がありません。幹
事やっていけるのかなーなんて考えてしまう事もあ
ります。皆様助けてください。協力ください。ロー
タリー活動を楽しめるよう頑張ります。皆様も君津
ロータリー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

内山貴美子会長
直前会長・幹事・副会長に感謝状及び記念品の贈呈

会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　初めて会長挨拶をさせてい
ただきます。
　人前で話をすることが苦手
な私は、会長挨拶で一体何を
話そうかといろいろ考えてみ
ましたが、なぜロータリーの
年度は7月1日から始まるのか
疑問を持ったので調べてみま
した。
　第1回は1910年8月18日に始まり翌年度も国際大
会の日程に合わせ8月21日に始まったそうです。
　翌年の8月に理事が国際ロータリークラブ連合の
会計監査を依頼したときクラブ幹事と会計が十分な
時間をもって大会に向け財務報告を準備しクラブ代
議員の数を決定できるよう会計年度の最終日を6月
30日にするのが良いと会計士から提案され、1913
年以来6月30日になりました。
　その後1917年まで7月又は8月に年次大会を開催
していましたけれど夏場の暑さを考慮し6月に変更
になったそうです。
　本年度の国際大会はハワイで開催されます。ご承
知の通りハワイは常夏の国で暑いです。しかしそれ
にも負けない皆様の熱いパワーをもって君津ロータ
リークラブとして大勢で参加したいと思います。大
勢の皆様の参加を期待しています。
　これから皆さんと共に楽しい時間を1年間共有
し、楽しい思い出にできたらと思い頑張ります。そ
してロータリーの手をもっともっと増やしていきま
しょう。
　皆さんどうぞよろしくお願いします。

報　　告
１．6月25日(火)周西中学校区学校運営協議会に岡
野会員が出席しました。お疲れ様でした。
２．6月28日(金)きみつ秋花火第2回実行委員会会議



が開催されました。当クラブからは、平野会員が
出席されました。お疲れ様でした。
３．本日7月1日(月)朝7時30分より、君津駅南口に
て第69回「社会を明るくする運動」の駅頭啓発
運動に私(内山貴美子会長)が参加してきました。
４．地区役員の委嘱状が諸岡ガバナーより届いてお
ります。
　地区諮問委員会　　　委　員　秋元秀夫会員
　ＲＹＬＡ委員会　　　委員長　黒岩靖之会員
　ＲＹＬＡ委員会　　　委　員　内藤智介会員
　米山記念奨学委員会　委員長　鈴木荘一会員

幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．7月8日(月)次週例会は「直
前会長・幹事慰労夜間例会及
び会員家族歓送迎会」です。
　　点鐘：18時
　　場所：ホテル千成

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
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
４．2020年ロータリー国際大会「ホノルル国際大
会」参加募集について
５．The	Rotarian（英語版）
６．君津市立周西南中学校区「学校と家庭と地域を
結ぶ」コミュニティカレンダー
７．財団ニュース（7月号）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．	2019-2020年度バッチ（内山会長より）
３．ガバナー月信（7月号）

ガバナー補佐ご挨拶
第5グループガバナー補佐　小川義則様

　今年度第5グループガバナー
補佐を拝命いたしました袖ケ
浦RCの小川義則です。本日は
グループ幹事に就任した鈴木
貴志と共に伺いました。
　まずは吉野直前ガバナー補
佐、廣田グループ直前幹事に
おかれましてはこれまでご尽
力いただき、お疲れ様でした。
　内山会長、武田幹事ご就任おめでとうございま
す。君津ロータリーとしては、初めての女性コンビ

ですね、1年間どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、今年度2019～20年度RIテーマは「ロータ
リーは世界をつなぐ」で、4つの強調事項を掲げて
います。
　①ロータリーを成長させる　
　②家族を参加させる　
　③ロータリーのリーダーになる道を拓く　
　④国際連合との歴史的な関係に焦点を置く
　以上のことを目標とし活動するよう指導してい
ます。当2790地区2019～20年度諸岡靖彦ガバナー
は、地区スローガンとして「ロータリーから千葉を
元気に」と宣言されました。
　ロータリー情報研修会は「クラブの活性化」、イ
ンターシティ・ミーティング（IM）は、「ロータ
リーの公共イメージ向上と地域社会の活性化につい
て」行動するよう推奨されています。
　RIのテーマ、諸岡ガバナーの地区スローガンを
各クラブに伝え一緒に実践活動が出来るように頑張
ります。皆様1年間ご支援とご指導をよろしくお願
い申し上げます。

委　員　会　報　告
会　　　計

芝﨑　均委員
　本日の例会にて、今年度予算案について承認され
ましたので詳細につきましては本年度活動計画書に
掲載致します。
＊なお、7月のロータリーレートにより若干の変
更がありますことをご了承下さい。

親　睦　委　員　会
7月の私の誕生祝・記念日

秋元　秀夫
近藤　洋子
薮　　　武
宮本　茂一
倉繁　　裕
別府　明人
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7月の誕生祝

吉田　雅彦
内山　雅博
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7月の私の記念日



ニコニコＢＯＸ
内山貴美子	 本日より新年度がスタートします。どう

ぞ皆様、宜しくお願いします。
	 小川ガバナー補佐、鈴木幹事、付さん

本日は来訪ありがとうございます。
武田富士子	 新年度が始まりました。幹事を努めま

す。ドキドキです。就任あいさつでも申
しあげましたが、気持ちも時間も余裕
もありません。でも、本当はお金が一
番余裕がない私です。一年間、頑張り
ますので皆様よろしくです。ロータリー
活動を楽しみましょう！！

荒井潤一郎	 今日から新年度です。心新たにみんな
で頑張りましょう。

永嶌　嘉嗣	 先月木更津の月例で優勝しました。
岡野　　祐	 内山会長、武田幹事年度のスタートお

めでとうございます。楽しい一年にな
りそうですね！！

中村　圭一	 小川様ご来訪ありがとうございます。
内山年度の初日にあたり、本年度がま
すます良い年度になるよう祈念いたし
ます。

秋元　秀夫	 ①息子の葬儀には大変なご配慮を頂
　きありがとうございました。

	 ②誕生祝、ありがとう。
宮本　茂一	 誕生日祝い、ありがとうございます。
	 内山会長、武田幹事今日からですネ！！

肩の力をぬいてゆっくりぼちぼち楽し
みながら一年間を過ごして下さい。

吉田　雅彦	 私の記念日にてお花を頂き、誠にあり
がとうございます。皆様はオリンピック
のチケット当選はされましたでしょう
か？私は全て落選でしたが、弊社がス
ポンサーをしている関係で抽選の権利
は沢山あります。観戦チケットや聖火
ランナーになれる抽選キャンペーンは
多数やっておりますので、当選は運次
第ですが、抽選のチャンスは沢山ご提
供できますので、ご興味ある方は吉田
までお声掛け下さい！

内山　雅博	 ロータリー新年度に入りました。副

S.A.A.として慣れない中、頑張ります
ので宜しくお願いします。

	 私の記念日ありがとうございました。
別府　明人	 今月より新体制、改めてよろしくお願

い致します。誕生祝い、有難う御座居
ます。

薮　　　武	 誕生祝い、ありがとうございます。誕
生月は健康診断の月でもありまして、
日頃の生活に対して10日間ほど反省を
する月です。８月には元の生活にもど
ります。

倉繁　　裕	 G20、大阪での、警備上の理由からの
交通規制、会社・学校の臨時休日な
ど、地域影響は大きかったようです
が、主要国が一同に相互に対話するこ
とは、世界平和に資するということで
しょうか。米国大統領の北朝鮮訪問
につながりましたが、真に安定的平和
を願うところです。

	 誕生祝いありがとうございました。
坂井佳代子	 永嶌直前会長、岡野直前幹事、お疲

れ様でした。内山会長、武田幹事、よ
ろしくお願いします。

釼持　純一	 内山会長、武田幹事他、新役員の皆
様１年間宜しくお願い致します。世界
平和の為に頑張って下さい。

谷口　弘志	 先々週、近隣企業訪問として朝日新
聞社の東京本社を訪ねる機会を得ま
した。広報の担当の方（女性）が実演
を行いながらオフセット印刷の原理な
ど熱心に説明してくれました。豆知識
として“朝日のマーク”は関西以西と東
日本では違っていて左右反転している
そうです。

楠原　義章	 SNSの発信がきっかけで、首脳会談
が開催されるという、ずいぶんスピー
ディ且つカジュアルな世の中になりま
した。賛否両論あるとは思いますが、
「手続き」や「形式」にうるさい当社も
見習うべき点があるのではないかと思
う次第です。

黒岩　靖之	 2019－20年度内山会長、武田幹事の
良き船出を祝して！

中野　賢二	 今週末7月7日(日)はいよいよ『きみつ
七夕まつり』です。元気な君津の子供
がたくさん集まるイベントです。近くに
来た際は、ぜひお立寄り下さい。

坂本　直樹	 いよいよ新年度のスタートです。気持
ちも新たにロータリー活動頑張りま
す。改めまして宜しくお願い致します。



遠田　祐治	 今朝は５時起床で安全立哨をしまし
た。この夏、無災害でがんばります！

髙橋　雄二	 今日から新年度。内山会長、武田幹事
よろしくお願いします。

小川　哲也	 小川ガバナー補佐をはじめとしたお客
様、君津RCへようこそ！内山会長をは
じめとする役員の皆様、よろしくお願
いします。

鈴木　荘一	 本日より内山会長年度が始まります。
一生懸命頑張ります。

村上　　進	 皆様こんにちは。小川ガバナー補佐
様、鈴木幹事様、付さん、原田様よう
こそ君津ロータリークラブへ。新しい
年度でのロータリー活動頑張ります。

大住　昌弘	 今日から新体制が始まります。内山会
長、武田幹事の下、ＲＣ活動頑張りま
しょう。私は、国際奉仕委員長として、
スリランカ向けの浄水器支援活動を核
に、ＲＣ皆さんと一緒に活動できるよう、
他の委員会等とも連携していきます。

	 本日は、社内行事のため、途中にて退
席いたします。

芝﨑　　均	 2019-2020年度の会計を仰せつかり
ました。前任者同様に正確な会計事
務に努めます。

大森　俊介	 6月に子どもの運動会がありました。前
日に大雨が降ってしまい、グラウンドは
最悪のコンディションでした。困り果て
ていたところだめもとで大川会員に連
絡したところ、休みの早朝にもかかわ
らず、砂を大量に用意してくれ、無事
運動会を行うことができました。奉仕
の心を実践する大川会員に改めて感
謝申し上げます。

篠塚　知美	 内山会長はじめ、本年度の役員・理
事のみなさま、ご就任おめでとうござ
います。微力ながら協力させて頂きま
す。本日は所用の為に途中退出、申し
訳ございません。

廣田　二郎	 ・小川ガバナー補佐、鈴木幹事よう
こそ君津クラブへ！！１年間宜し
くお願いします。

	 ・内山丸の船出にカンパイ！！１年間
頑張って下さい。

平野　寛明	 内山会長、１年間宜しくお願いします。
赤星　哲也	 旧役員の皆様、ごくろう様でした。新役

員の皆様、よろしくお願い致します。
小幡　　倖	 内山会長年度スタートです。会員の皆

様、クラブ運営にご協力よろしくお願
い致します。小川ガバナー補佐、宜しく

ご指導下さい。甲府東の写真、いただ
きました。

藤平　洋司	 新年度がスタートしました。本年度も
宜しくお願い致します。

大川　裕士	 2019-2020年度親睦委員長を仰せつ
かりました。大川です。1年間、よろし
くお願い致します。袖ケ浦RC小川様、
鈴木様、来訪ありがとうございます。
付様、来訪ありがとうございます。原
田様、再入会ありがとうございます。

隈元　雅博	 第5グループガバナー補佐　小川義則
様、袖ケ浦RCパスト会長　鈴木貴志
様、君津RCの初例会へようこそお越
し下さいました。新入会員の原田健夫
様、改めましてよろしくお願いします。
内山年度も共にロータリー活動を頑張
りましょう！

秋元ゆかり	 永嶌直前会長、岡野直前幹事、お疲
れ様でした。内山貴美子会長、武田
幹事、宜しくお願い致します。

谷　　浩司	 なかなか例会に参加出来なくて申し
分けありません。ただ今、増員を大至
急めざしておりますので落ちつきまし
たら、よろしくお願いします。谷口委員
長のもと、がんばりますので一年間よ
ろしくお願い致します。

大浦　芳弘	 梅雨本番、九州では災害級の大雨と
のこと、重大なことにならないことを
願います。

	 今朝のニュースで、東京五輪チケット
の当選手続の〆切のことを報じていま
したが、私の周辺では、申し込んだチ
ケット、ほとんど	 当った人と全部外
れた人に二分されているような状況で
す。やはり、運の良い人、悪い人がいる
ということでしょうか。

	 新会長のもと、ロータリー活動、頑張
ります。

内藤　智介	 小川ガバナー補佐、鈴木さん、ご来訪
ありがとうございます。君津RCに入会
時に私の記念日の変更を毎年度の目
標にしておりましたが、８年目にしてよ
うやく達成出来ました。来週の夜間例
会時に御紹介させていただければ幸
いです。


