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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　皆様あけましておめでとうございます。お正月休みは
どのように過ごされましたでしょうか。私は両親の介護
もあり、女房ともども大変な年越しでした。家族のきず
なが深まったここ1か月ほどでした。普段から介護保険
審査会をはじめとして様々な高齢者の医療、介護に関
わる仕事に携わってきましたが、多少わかっているつも
りでも自分の身に具体的に降りかかってくるとかなり
様子が変わりました。どのように衰えていくのかをつぶ
さに見ていると自分自身の今後についてもそろそろ準
備をしなくてはいけないのかなと思いました。こういう
わたしが君津市に唯一ある認知症初期支援チームの
リーダーです。大丈夫なんでしょうか。　　　　
さて昨年は地区大会をはじめとする様々な行事、奉仕
活動にご協力いただき大変ありがとうございました。つ
い先日の忘年会での楽しい思い出がまだ鮮明に残って
いる今日、また正月にいただいたお酒も残っている今日
もう新年会です。私事ですがあさっては医師会の新年
会です。これでいったい大丈夫なのでしょうか。お酒を
控えればいいというのはわかっているのですが、そうす
ぐには性格は変わらないので仕方ないです。今年は1月

そうそうにインターシティミーティングがあります。1月26
日かずさアカデミアホールで点鐘14時15分となります。
当クラブはホストクラブとなりますので、皆様ご参加の
ほうよろしくお願い致します。中村靖治パストガバナー
による「これからのロータリーの生き方」と題したご講
演に加え先日お話した私からの奉仕活動に関する報告
もあります。もう聞いたので聞きたくないという方も是
非ご参加ください。そして当日はさもはじめて聞くかの
ように歓声を上げてくだされば嬉しいです。今年は姉妹
クラブの甲府東ロータリークラブの30周年事業もあり
ます。皆様ロータリー活動を今年も精いっぱい楽しみま
しょう。以上本日の会長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．12月17日（月）、家族親睦忘年例会・チャリティ

オークションを行いました。親睦活動委員会や社
会奉仕委員会の皆様、慌しい日程の中で入念な準
備をしていただきありがとうございました。

２．12月25日（火）きみつ愛児園のクリスマス会へ
私(永嶌会長)、岡野幹事、社会奉仕委員会の大森
委員長・茂田副委員長・村上会員・福田会員・宮
嵜会員で参加してきました。

　　終了後、千葉県共同募金会君津市支会の歳末た
すけあい募金へ年末のチャリティバザーの収益を
募金してきました。お疲れ様でした。後程、茂田
副委員長より報告をお願いします。

３．今年、年男を迎える会員は黒岩会員、村上会
員、福田会員、中野会員、宮嵜会員、藤平会員の
6名です。黒岩会員は還暦です。おめでとうござ
います。クラブより記念品を贈呈致します。

　　また、恒例により赤いちゃんちゃんこを準備し
ております。後程、皆様より抱負について発表を
お願い致します。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．例会変更についてのお知らせ
　＜富津中央ＲＣ＞
　①日時：1月24日(木）休会
　　受付：13時30分　点鐘：14時15分
　　理由：1月26日(土）ＩＭを移動例会に変更



　　場所：かずさアカデミアホール
②日時：1月31日(木）休会　＊定款第8条第1節Ｃ

項による
　＜富津シティＲＣ＞
　①日時：1月23日(水）休会
理由：1月24日(木）川崎マリンＲＣ合同例会に

変更（川崎大師）
　②日時：2月13日(水）時間変更　6時30分
　　理由：青堀駅前清掃のため
２．次回の例会は21日（月）です。例会内でクラブ協
議会が開催されます。
　　内容：下期活動計画について
　各委委員会の委員長より発表。原稿を事前に事務
局までメールにてご提出下さい。なお、委員長が
欠席される場合は、代理の方をお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
４．第５グループ親睦麻雀大会出欠について
５．RLIpartⅠの出欠の案内
６．ハイライトよねやま
７．ザ・ロータリアン（英語版）
８．クラブに届いた年賀状
９．勝浦ＲＣ創立55周年記念誌
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西中出前教室の講師へお礼のお手紙
３．君津市社会福祉大会チラシ
４．かずさＦＭよりチラシ

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
1月の誕生祝・私の記念日

社会奉仕委員会
きみつ愛児園訪問及び歳末たすけあい募金の報告

大森俊介委員長　
　昨年の12月25日（火）午前中にきみつ愛児園のク
リスマス会に、永嶌会長、岡野幹事、福田会員、村
上会員、宮嵜会員、大森委員長、茂田副委員長、高
島さんと君津ライオンズクラブの方と参加して参り
ました。福田会員、村上会員、宮嵜会員がサンタク
ロースに扮して園児達の質問に答えたり、プレゼン
トを渡したりと大活躍でした。本物のサンタクロー
スは見たことありませんが、まるで本物のサンタク
ロースの様な姿に園児たちが喜んでいた姿が印象的
でした。
　午後には、永嶌会長、岡野幹事、大森委員長、茂田
副委員長、高島さんと君津市役所を訪れ、君津市長
と君津市社会福祉協議会　山中会長と面談し、皆様
にご協力頂いたチャリティー募金を届けてきました。
　山中会長からは、民生委員を通じ、被災された
方、ご両親のいない子供や障害のある子供たち約
800人にお届けするとの話と謝辞を頂きました。
　我々の活動が社会奉仕に役だっていると実感でき
る1日だったと思います。
　ご協力を頂きました会員の皆様、本当にありがと
うございました。

歳末たすけあい募金に寄付しました

プ　ロ　グ　ラ　ム
年男（還暦）の抱負

（還暦）黒岩靖之会員　
　まだ、60歳まで一年余りあり実感がありません
が、還暦の年を迎え一言述べます。
　2019年（平成31年）亥年の運勢を調べると、八
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1月の私の記念日



白土星年が中央に回座する己
亥（つちのとい）の年と成
り、己亥(つちのとい)の年は物
事が安定せず、予期せぬ出来
事が起こりやすい年。
　今年は何事も問題解決の糸
口が見つからない、不満や不
安が渦巻く一年となる。
　個人主義に走り自己中心的
になりやすい年で、自分のために行動しがちな年と
なる。
　何事も猪突猛進で突き進み、後で後悔しやすい年
なので注意が必要。特に人間関係においては、その
傾向が強く出るので、慎重さが求められる。
　異性からの誘惑に注意が必要。一目惚れから
感情にまかせて突っ走るとすべてを失うことに
も・・・・・・・。
　何事も損得勘定で判断しやすく、だまされやすい年
ですので、詐欺やもうけ話には要注意な一年。堅実な
判断と行動が大切。と良くないことばかりでした。
　この事を踏まえてですが、当社、木信産業は
1985年設立の今年で34年を迎えますが、前身のく
ろがね産業からだと51年となります。皆さん方も
一緒だと思いますが、その間、バブルの良い時代も
ありましたが、オイルショックやリーマンショック
等厳しい時代を経験してきました。またここ近年人
手不足という大きな問題が我々に起こっています。
この難局を乗り越えて、この先もこの地で企業して
行けるように、どんな変動にも慌てない平常心を維
持しつつ、目の前の問題に対処し、粛々とやるべき
ことをしっかりやって行きたいと思います。また、
学生時代、両親には大変迷惑を掛けてきました。既
に80歳後半ですのでしっかりと面倒を見て行きた
いと思います。

（年男）福田順也会員　
　新年、明けましておめでとうございます。
　早いもので、四度目の年男を迎えました。一周り前
の十二年間は、自分にとって激動の十二年間でした。
　ロータリークラブへの入会、社長就任、結婚、娘
の誕生等、自分の事だけで精一杯であったように思
います。
　これからの十二年間は、家庭・職場・地域で、よ
り貢献できるよう、精進して参りたいと思います。

（年男）宮嵜　慎会員　
　新年おめでとうございます。日本語には古希・還
暦・不惑・耳従のように、年齢を示す言葉が豊富に
あります。初老という言葉からいくつぐらいの年齢
を思い浮かべるでしょうかNHK放送文化研究所の

アンケート調査によると、初老とは平均で57歳か
らと結果が出てきたといいます。
　この言葉の歴史を遡るとどうも初老の年齢は今と
は違っていたようです。「菅家文草」の中の「白菊
花」と題された漢詩で、菅原道真は「霜髭秋暮驚初
老」と表現しているが、これは霜のように白くなっ
た顎鬚に気づいて自分も初老になったのかと愕然
とするという意味です。道真が40歳の時の漢詩で
す。この当時、初老とは40歳を表す言葉であった
ようです。
　平均寿命の短かった時代に、40歳の人生に残さ
れている時間は短く現代のように惑うような余裕は
なかっただろうと思います。
　愚生もこれまでの人生を深く反省し、12年後の
還暦に向け、干支にちなみ猪突猛進で頑張っていき
たいと思います。

（年男）村上　進会員　
　皆様、あけましておめでとうございます。
　私は、昭和46年8月31日生まれです。ご存知の通
り亥年です。
　この平成最後の年でまた新しく開かれる年号の年
に年男になれる事が本当に嬉しく思っております。
　星座は私の顔からも想像できると思いますが乙女
座です。
　干支については、本当に私の性格を表してる様な
気がします。性格というよりは行動ですかね。会社
の上司に指示されても、あまり深く考えずに行動し
ている様に思います。しかし、皆でワイワイする時
や冗談を言い合ったりする時もなんだか自分だけ行
き過ぎて気がついたら誰も居ない感じで最後は叱ら
れる事が多いです。これは性格とか行動というより
は空気が読めてないだけですね！
　今年は二黒・鬼門の年なので、しっかりと地に足
を着けて行動して行きこの第二の地元君津に足元を
固め、会社である関東支店ではまだまだ多くの社員
を雇用して、会社を繁栄させることによりここに居
られる皆様と一緒にしっかりと地域社会への貢献を
していきたいと思います。
これからも皆様のご指導とご鞭撻を賜わります様お
願い致しまして年男の抱負とさせて頂きます。

（年男）中野賢二会員　
　あけましておめでとうございます。今年48才に
なる年男、協立工業の中野です。本年も宜しくお願
い致します。
　私の年男としての抱負ですが、あまりにも小さい
事がたくさんある為、みなさんには話しきれそうに
もありません。しかし、その多くのやるべき事をま
とめた今年の抱負は, あえて「脱イノシシ」 です。



　猪突猛進という言葉は、あまりいい意味を持って
いません。通常は、あきらめずに苦難を乗り越えて
目標へ向かって直進する事を表現する場合は、勇往
邁進等の四字熟語を使います。同じ突き進む意味で
すが、猪突猛進は周囲の人や状況を無視して、結果
がどうなるかを考えずに猛烈に進むだけです。
　私は今までイノシシのように一人で走り続けて、
家族や社員を置き去りにしてきたような気がしま
す。また歯止めがきかずに数々の大失敗も続けてき
ました。そこで今年からは「脱イノシシ」で、徐々
に会社幹部に仕事を任せていき、家庭と社員をもっ
と大事にしていきたいと思います。
　また、猪武者という言葉もありますが、これも後
先考えずに突進していく豪傑物の事です。このよう
な事を続けた武者が、後に名武将になったという話
は聞いた事がありません。向う見ずに敵陣に突進し
ていくような者は、すぐに死んでしまうからだと思
います。会社の社長が猪武者では会社はすぐに倒産
してしまうでしょう。「脱イノシシ」で状況を良く
判断して、会社経営を行っていきたいです。
　山ほどある抱負のもう一つの共通点は「社員や周
りの人に助けてもらう」という事です。そこで最後
に、諸先輩方にお願いがあります。私が「脱イノシ
シ」を忘れて、猪武者ように間違った方向に猪突猛
進しそうになったら、どうか正しい道へと私を導い
て下さい。これからもお世話になりますので、どう
か宜しくお願い致します。

（年男）藤平洋司会員　
　皆様、新年おめでとうございます。本年もどうぞ
宜しくお願い致します。
　2019年度の抱負として、「仕事を頑張る」とし
ますが、仕事を頑張る事は当たり前の事ですので、
ただ仕事を頑張るのではなく、国歌である君が代の
意味を込めて頑張ります。
　君が代にはとても深い意味が込められており、恥
ずかしいことに私自身も昨年知ったばかりですが、
企業でも当てはまる事だと思い、抱負としました。
　また、どの業種においてもクボミと言うのはあり
ますが、お客様はそのクボミを埋めて貰いたいと
願っていると考え、弊社が行っている自動車の買取
り・販売でもクボミは多々ありますので、一つずつ
埋めて行き地域貢献して行きたいと考えます。
　平成最後となる本年にて、猪歳らしく邁進し、全
身全霊で取り組んで参ります。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。
岡野　　祐 昨年は、大変お世話になりました。本

年もどうぞよろしくお願い致します。
内山貴美子 新年あけましておめでとうございます。

誕生日のプレゼントいただきまし
た。ありがとうございます。今年も
宜しくお願いします。

秋元　秀夫 新年おめでとうございます。本年も
よろしくお願い申し上げます。

猪瀬　　浩 新年あけましておめでとうございます。
今年は改元もあり、新たな年号も始
まります。良い年となるように頑
張っていきたいと思います。本年も
どうぞよろしくお願いします。

小幡　　倖 新年明けましておめでとうございます。
４日に古希を迎え日々充実した動き
に徹しようと考えています。（ボケ
防止も考慮して！！）

川名　正志 新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。誕生
日祝を頂きました。

髙橋　雄一 明けましておめでとうございます。
本年も、ロータリー活動！！がんばり
ます。

宮本　茂一 あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

芝﨑　　均 誕生祝ありがとうございました。今
から56年前の1月1日朝８時頃に生
まれました。正月生まれなのでケー
キを食べた事がありません。

鈴木　荘一 新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

吉野　和弘 おめでとうございます。IM参加お
願い致します。

廣田　二郎 新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。本
日体調不良の為早退致します。（正月
遊び過ぎた・・・）

宮嵜　　慎 明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

福田　順也 新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

大川　裕士 新年あけましておめでとうございます。
天候に恵まれ、健やかな新年を迎え
られたこととお慶び申し上げます。
本年もよろしくお願い致します。秋
元様、丸屋様、川崎様、来訪ありが
とうございます。初めて、一般参賀
に行って来ました。平成最後の。

石川夕伎夫 皆さん、あけましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い致します。

佐々木昭博 皆さん本年もどうぞよろしくお願い



します。お正月、人見神社さんに初
詣に行って来ました。私の今年の運
勢は「夜のお付き合いも程々にして
仕事に精力を傾ける事が必要な時期
です。」と書いて有りましたので、
今夜は２次会で帰れる様にガンバり
ます！

早見　秀一 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。
新昭和は、今年50周年を迎えます。
引き続きご指導たまわりたくお願い
申し上げます。

赤星　哲也 明けましておめでとうございます。
本年もよろしく願います。

遠田　祐治 旧年中は大変お世話になりました。
今年もよろしくお願い致します。

釼持　純一 新年あけましてお目出とうございます。
かずさ青年会議所副理事長丸屋様川
崎様、君津RC新年例会楽しんで下
さい。15日は私が貴会議所の賀詞
交換会に君津商工会議所として参加
し、楽しませていただきます。

黒岩　靖之 皆様、明けましておめでとうござい
ます。本年も公私とも宜しくお願い
いたします。

内藤　智介 誕生祝、私の記念日、ありがとうご
ざいました。

大浦　芳弘 新年明けましておめでとうございます。
年始は大きなトラブルもなく明ける
ことができました。幸先良しです
が、今年こそは一年を通じて平穏で
あってくれと願うばかりです。今年
もよろしくお願いします。

隈元　雅博 新年あけましておめでとうございます。
秋元さん、かずさ青年会議所の丸屋
副理事長、川崎さん、ようこそ君津
ロータリークラブへ。入会をお待ちし
ています。今年も世界中の人々が笑
顔で暮らせる年となりますようにロー
タリー活動を頑張ってまいります。

中野　賢二 先ほどの年男の抱負で話しましたが
今年からは「脱イノシシ」で、周囲
の人や状況をよく見て、結果の事を
考えながら、慎重に行動していきた
いと思います。

倉繁　　裕 会員の皆様、新年おめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いいたし
ます。年末年始、比較的天気に恵ま
れていますが、3月までの気温も平
年並み或いは若干高めの予報です。

週末等、アクアラインが益々混雑す
ることが悩ましいところです。

坂本　直樹 今年は正月からまさかの体調不良で
寝込んでしまいました。健康には十
分留意し、本年もロータリー活動頑
張ります。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

別府　明人 明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

谷　　浩司 あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。先
日、当社の40周年を祝う祝賀会を開
く事が出来ました。50周年を迎えら
れるように地域に貢献していきます。

荒井潤一郎 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

西山　　肇 明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

 



きみつ愛児園クリスマス会の様子／H30.12.25



新年例会（懇親会）の様子／H31.1.7


