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会　長　報　告
永嶌嘉嗣会長

１．6月12日(水)、君津生涯学習センターにてきみ
つ秋花火実行委員会が開催されました。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。
２．6月14日(金)ホテルザ・マンハッタンにてフェ
アウエルパーティが開催されました。当クラブか
らは、吉野ガバナー補佐、黒岩地区ＲＹＬＡ委員
長、岡野幹事、私(永嶌会長)が出席しました。お
疲れ様でした。
３．本日、君津市交通安全功労表彰式及び感謝状
贈呈式並びに君津市交通安全対策協議会総会が君
津市役所５階大会議室で開催されました。当クラ
ブより、内山貴美子会長エレクトが出席致しまし
た。お疲れ様でした。
４．ＦＡＸにてお知らせしましたが、木更津ＲＣ
の水澤会員がご逝去されました。享年101歳でし
た。ご冥福をお祈りして黙とうします。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
　　日時：7月18日(木)　休会
　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
２．＜富津中央RC＞
　　日時：6月27日(木)　時間変更

　　点鐘：18時30分
　　内容：親睦家族例会
３．＜袖ケ浦RC＞
　　①日程：7月8日（月）　時間変更
　　　点鐘：18時
　　　内容：クラブ協議会
　　②日程：7月15日（月）　休会
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
４．6月20日（土）国際ロータリー第2790地区女性交
流会が開催されます。
　　場　所：ホテルブルーベリーヒル勝浦
　　時　間：14～18時　
　　出席者：内山会長エレクト・秋元ゆかり会員
３．7月1日（月）第69回社会を明るくする運動の駅前
啓発運動が実施されます。
　　場　所：君津駅南口階段下（中野側）
　　時　間：午前7時20分集合
　　出席者：内山貴美子会長エレクト
４．次週6月24日(月)の例会は休会となっておりま
す。お間違いの内容お願い致します。次回例会
は、7月1日(月)ホテル千成にて次年度初例会とな
ります。ご出席いただきますよう宜しくお願い致
します。なお、11時30分より第一回理事会を開
催致します。次年度理事の方はご出席下さいます
ようお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報及び第5グループ週報は次回例会
にて回覧致します。

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津ロータリークラブ細則改正(案)について
３．甲府東RC30周年記念式典写真（参加者のみ）

ご　　挨　　拶
吉野和弘ガバナー補佐

　君津ＲＣの皆様、力不足のガバナー補佐に御協
力頂きまして誠に有り難うございました。ＲＩ会長
バリーラシン氏の本年度のテーマ「インスピィレー
ションになろう」そして橋岡ガバナーの地区テー



マ「伝統と未来」誇りと連帯
感を胸に掲げ一年間行動して
いただきまして有り難うござ
いました。この時期になりま
すと、一年間の事業が走馬灯
のように、頭の中を流れて行
きます。地区大会、情報研修
会、インターシティーミーティ
ング、親睦チャリティーゴル
フ、各、ある事業にたくさんの会員様に参加を頂
き、熱心に討議していただきました。クラブの前向
きな事業計画を、着実に実行していただき、ありが
とうございました。第5グループ、廣田幹事、永嶌
会長、岡野幹事、事務局の髙島さん本当にご協力あ
りがとうございました。至らないことが、多々あっ
たと思います。この場を借りてお詫び致します。次
年度の小川ガバナー補佐は、優しく行動力のある方
です。本年度同様に皆様に、さらなる御協力をお願
いして、お礼のの挨拶とさせていただきます。

退会セレモニー
退　会　挨　拶

時下俊一委員
　このたび、会社の人事異動
によりこの君津ロータリーク
ラブを退会することとなりま
した。10年間大変お世話にな
りました。
　振り返ってみれば、入会の
挨拶の時にもお話させていた
だいたと思いますが、昔勤め
ていた職場で各地方の中心的
ホテルで会議室をよく利用しておりましたが、並び
の○×ロータリークラブ例会と看板のかかった会議
室で立派な刺繍のタスキをかけた紳士淑女の皆さん
が集まっている場面のよく遭遇し、何だろうこの人
たちと不思議に思った記憶がありました。
　いざ自分が君津RCに入会し、見よう見まねで活
動に参加させていただくうちに、ロータリークラブ
に入会する、クラブのメンバーとして活動するとう
ことはいかに素晴らしいことかというのをようやく
実感しました。
　多少陳腐な言い方をお許しいただければ、一つは
地域社会やクラブに奉仕するという姿勢や心構えを
身に着けるということと、何よりも代えがたいこと
にこのクラブの会員の皆様とお近づきになれたとい
うことにつきます。
　わたくし自身のサラリーマンのキャリアを振り
返っても同一の職場で10年過ごしたこともなく一
番長く同じ職にとどまったことになりますが、ロー

タリアンとしては未熟者の域を出ず所先輩方に送別
していただくのは大変心苦しいところではあります
が、大会のあいさつとさせていただきます。
10年間大変ありがとうございました。

プ　ロ　グ　ラ　ム
退　任　挨　拶

永嶌嘉嗣会長
　体調不良を自覚したのは会
長になる少し前からでした。
今までならいくらでも飲めた
お酒が少ししか飲めない、少
し飲むと苦しくなる、人の動
きが人形のようにぎこちなく
見える、足がしびれる、睡眠
薬の量を増やしても眠れな
い、これらを自分の職業から
くるストレスによるものと解釈して今まで通りの生
活を続けていました。ですが今年の2月ごろ、冷静
にみればこれはアルコール依存症、アルコール中毒
であると判断して、自分でドクターストップをかけ
ました。会長をお引き受けした時はまだ勢いに任せ
て「ロータリーを楽しもう」と威勢のいいものだっ
たのですが、身から出た錆ですので仕方ありませ
ん。でもドクターストップの前にいくつかの近隣の
ロータリークラブの夜間例会にメイキャップできた
ことはいい思い出になりました。大変楽しかったで
す。禁酒以後は、会長が仏頂面をしているからおそ
らくロータリー全体の雰囲気もあまりよくなかった
と思います。申し訳ありませんでした。
　1年間で楽しかった思い出を振り返ってみたいと思
います。まず隈元直前会長を中心に多くのメンバー
が集まり誕生日のお祝いをしてくださいました。こ
のような経験は初めてだったので感激しました。
この頃はまだそれなりにお酒も飲めていました。ガ
バナー公式訪問では二日酔いと緊張で吐きそうで
したが、皆様のご協力により無事乗り切ることがで
きました。地区大会では多くの表彰を受けて、誇ら
しかったです。おなかの調子が良ければもっと楽し
かったと思いました。インターシティミーティング
では、トピックスとして当クラブがやってきた奉仕
活動の中から、花植え、枝豆収穫祭、出前教室をそ
の経過を整理して発表することができました。50周
年に向けていい準備ができたかなと思っています。
その他のクラブでの奉仕活動、行事も今となると大
変なつかしく思い出されます。甲府東への訪問で
は、宮本さんのすっかり行楽気分の服装に驚きまし
た。でも帰りのバスも含めて大変楽しかったです。
　皆さんは信じないでしょうが、私は院長時代は、
夜間の緊急手術に備えることもありほとんど酒を飲



みませんでした。ですから当院の職員も私の酔った
姿をほとんど見ていないと思います。もともとお酒
はあまり好きではありません。ただ酒席の楽しい雰
囲気は嫌いではありませんでした。最近は機会飲酒
ですが、少しはお酒も飲んで楽しめるようになって
きました。今後もロータリークラブでは今まで通り
楽しく飲みたいと思います。1年間どうもありがと
うございました。次年度は内山会長です。君津クラ
ブ初の女性会長です。皆様と一緒に盛り上げたいと
思います。以上退任挨拶とさせていただきます。

内山貴美子会長エレクト
　今年度、会長エレクトを1年
間務めさせていただきました
内山貴美子でございます。
　会長エレクト就任の挨拶を
してから、永嶌会長、岡野幹
事のもとロータリー活動、君
津クラブの運営手腕について
勉強させていただき、又、皆さ
んのご協力のもと、社会奉仕
活動、国際奉仕活動、職業奉仕活動、青少年奉仕活
動、クラブ奉仕活動、親睦活動に於いても好意と友
情を深められ、本当に楽しいあっという間の楽しい
1年でした。そして永嶌会長の目指す「ロータリーを
楽しもう」も十分経験させていただきました。
　振り返るといろいろと至らなかった反省点もありま
すが、そこはロータリーの精神においてご勘弁願い、
次年度、永嶌会長の「ロータリーを楽しもう」を継承
しながら私の年度に継げていきたいと思います。
　私のような若輩者が会長エレクトを1年間務める
ことができましたのも皆様のご協力のおかげです。
　1年間ご協力本当にありがとうございました。

武田富士子副幹事
　今年度副幹事を務めさせて
いただきました。永嶌会長・
倉繁副会長・岡野幹事の基、
次年度内山会長の代の幹事職
をするための勉強の期間だっ
たと思います。
　私自身この間、君津ロ－タ
リ－の事をいろんな角度から
見るようになり改めて君津ロ
－タリ－の良さを感じました。副幹事としての職は
幹事の補佐をすることが第一の仕事とするならば補
佐できたのかどうか・・・代理で幹事報告をしたの
は2回あったかなくらいです。幹事の役割は、観さ
せていただきましたが、私は、反省のしきりです。
　ただ、会員皆さんのお一人お一人の協力姿勢に行

動力に支えられていることも確信しました。心から
感謝申し上げます。ありがとうございました。
　次年度も頑張ってもいります。今後もよろしくお
願い致します。

岡野　祐幹事
　只今より幹事退任挨拶をさ
せて頂きます。
　まず初めに何とも頼りない
幹事で皆様にご負担をかけた
事、誠に申し訳なく思ってお
ります。理事の皆様、各委員
長、そして会員皆様のおかげ
で一年間活動出来た事に誠に
感謝しております。本当にあ
りがとうございました。一年間色んな事がありまし
た。色々と話すと泣いてしまうので今年度活動で嬉
しかった事をお話しさせて頂きます。
　１つめ、職業奉仕委員会の出前教室がロータリー
財団の地区補助金申請が認めて頂き、補助金事業の
対象となった事、出前教室は認められないだろうと
思われていたので非常に嬉しかったです。
　２つめ、長年水撒きでご苦労なさってきた社会奉
仕委員会の駅前花壇の花植ですが、花壇のそばに水
道が通った事です。設置された日、蛇口をひねって
水が出た時は、何とも言えない感動をしました。
　３つめ、年末のチャリティー募金を寄付しに初め
て市長室に行った事です。ちょっとミーハーです
が、ロータリークラブに居なければ市長室に行く機
会なんてないと、大変光栄に思っています。
　まだまだ一杯話したい事がありますが、このよう
に幹事として一年間貴重な経験をさせて頂いた事に
改めて感謝を申し上げます。
　次年度は副S.A.A.として引き続き君津ロータリー
の為、ロータリー活動を頑張っていきますのでどう
ぞよろしくお願い致します。
　最後にきっと天国から見守ってくれていた坂井正
視ロータリアンに感謝の言葉を添えさせて頂き、今
年度幹事退任挨拶を締めさせて頂きます。
　皆様、一年間ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 １年間、大変ありがとうございまし

た。それなりには楽しみました。
岡野　　祐	 永嶌会長、一年間ありがとうござい

ました。永嶌会長の幹事を務めさせ
て頂いて、本当に良かったと思って
ます。これからもよろしくお願いし
ます。

内山貴美子	 甲府ロータリークラブ式典参加の時



の写真をいただきました。ありがと
うございます。永嶌会長、会長１年
間お疲れ様でした。又、皆様１年間
ロータリー活動ご協力ありがとうご
ざいました。次年度も宜しく。

時下　俊一	 退会のご挨拶をさせて頂きました。
10年間、ありがとうございました。

阿部　正雄	 2018年～2019年、永嶌会長、幹事
等役員の方ご苦労さんでした。又、
次年度内山会長頑張って下さい。４
月の誕生祝いを頂きました。ありが
とうございます。

隈元　雅博	 永嶌会長、岡野幹事おつかれさまで
した。内山、武田年度も皆で力を合
わせ地域貢献と世界平和活動に努め
てまいりましょう。これからもロー
タリー活動を頑張ります！

荒井潤一郎	 会長・幹事はじめ、役員・理事の
方々、１年間おつかれ様でした。

吉野　和弘	 一年間、ガバナー補佐としてお世話
になりました。又、席くじ大当りで
した。

早見　秀一	 会長・幹事をはじめ全役員・理事の
皆様、１年間大変お疲れ様でした。
退会される時下会員、さみしい限り
ですが大変お疲れ様でした。甲府東
RC30周年記念例会時の写真を頂き
ました。ありがとうございます。

宮本　茂一	 永嶌会長、岡野幹事一年間おつかれ
様でした。また、内山会長エレク
ト、武田副幹事いよいよですね！！と
ても楽しみです！！写真いただきまし
た。

村上　　進	 皆様こんばんは。永嶌会長、岡野幹
事そして役員の方々、一年お疲れ様
でした。来年度もロータリー活動頑
張ります。チャリティーゴルフのチ
ケットいただきました。

黒岩　靖之	 ①永嶌会長、岡野幹事、理事役員の
皆さま一年間ご苦労様でした。

	 ②吉野ガバナー補佐、一年間のご指
導ありがとうございました。

	 ③時下様、10年間お世話になりま
した。御多幸をお祈り致します。

	 最後に、本日は業務のため出席でき
ず、申し訳ありませんでした。

鈴木　荘一	 永嶌会長、岡野幹事１年間ありがと
うございました。時下さん、おつか
れ様でした。会長の際にはS.A.A.を
して頂いた事は忘れません。心より

感謝します。今後とも変わらぬご指
導よろしくお願いします。

篠塚　知美	 初めての夜の例会の参加です。２次
会まで飲むぞー、という気持ちでし
たが、所用が出来てしまい行けなく
なってしまいました。残念です。

小川　哲也	 永嶌会長、岡野幹事１年間ご苦労さ
までした。次年度以降もロータリー
活動を楽しんでください。昨日は強
風の中でゴルフをしていました。そ
れなりに楽しかったです。

喜多見　貴	 今年度もロータリー活動、おつかれ
様でした。次年度はロータリー活動
とダイエット更に強化してまいりま
す。

中村　圭一	 時下さん、今後ともお元気ご活躍下
さい。本日、大当り（２回目）をい
ただきました。望外のことでありが
とうございます。

芝﨑　　均	 永嶌会長をはじめ役員の皆様、一年
間ご苦労様でした。

佐々木昭博	 今年度最後の夜間例会です。しっか
り楽しみましょう。永嶌会長、岡野
幹事を始め皆さん、おつかれさまで
した！

内山　雅博	 永嶌会長をはじめとする今期役員の
皆様、お疲れ様でした！やっと都合
がついて夜間例会に初参加です！
ハッスルします！

大住　昌弘	 先週はぎっくり腰治療のため例会を
ドタキャンし、倉繁さんには急遽委
員会報告のピンチヒッターをしてい
ただきました。関係の皆様にはご迷
惑をおかけし、失礼しました。おか
げさまで、治療や腰痛体操などで、
ほぼ治癒し、週末のゴルフも腰に気
を使いながらホールアウトできまし
た。同じような時期に人間ドックの
結果が出て、暴飲暴食がそのまま肝
臓の値に反映されてしまい、自宅で
は？禁酒令が発令され、この一週間
おとなしい生活を過ごしています。
永嶌会長にそういう事態をどう回避
されているのか伺いたいと思います
が、来月の検診結果が楽しみです。

中野　賢二	 永嶌会長、永い間ごくろう様でし
た。いつもお酒の席では、会長の肩
書きのおかげでハメをはずせずに我
慢してましたね。今日は思うぞんぶ
ん、飲んで下さい。



坂本　直樹	 役員の皆様、１年間お疲れ様でござ
いました。今後ともご指導の程、宜
しくお願い致します。

福田　順也	 永嶌会長、おつかれ様でした。あり
がとうございました。

別府　明人	 暑くなったり寒くなったり大変です。
髙橋　雄一	 永嶌会長、岡野幹事一年間おつかれ

様でした。
大森　俊介	 永嶌会長、岡野幹事一年間お疲れ様

でした。
谷口　弘志	 都市対抗野球は、残念な結果が終り

ましたが、秋の日本選手権は是非と
も決めてほしいものです。永嶌会
長、内山会長エレクト、岡野幹事、
武田副幹事、一年間ご苦労様でし
た。時下会員、退会されるとのこ
と、今まで大変お疲れ様でした。

猪瀬　　浩	 公務、仕事、花火大会準備等、バタ
バタでなかなか参加出来ず申し訳あ
りません。

武田富士子	 永嶌年度も最終章です。副幹事とし
て１年間ロータリーの事を勉強して
きたつもりだったのですが、とても
心配です。新年度内山会長の基、幹
事としてがんばりますので皆様、よ
ろしくお願い致します。永嶌会長、
岡野幹事おつかれ様でした。岡野幹
事、これからもアドバイスよろしく
お願い致します。

宮嵜　　慎	 永嶌会長、岡野幹事一年間お疲れ様
でした。心よりご慰労申し上げます。

	



懇親会の様子（令和元年 6月 17 日）


