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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　10月27日、28日と地区大会に参加してまいりました。
参加された会員の皆さまご苦労様でした。1日目は13時
の橋岡ガバナーによる点鐘に始まり、国歌斉唱などの
後ガバナー挨拶、櫻井RI会長代理挨拶がありました。
その後地区収支報告、監査報告、各種委員会報告が
ありました。そしてクラブ表彰が始まりました。その先
頭を切って当クラブがRI会長賞受賞の栄誉に輝きまし
た。これもひとえに先輩方、会員の皆様の努力のたまも
のと思います。どうもありがとうございました。RI会長
賞以外は受賞クラブの紹介のみでしたが、ここでも当ク
ラブは様々な賞をいただいて、私は何度も会長として起
立することになりました。君津はすごいねと周りから言
われて、岡野幹事と「私たちは何もしていない、先輩方
の努力のおかげです」とお答えしました。その後地区指
導者育成セミナーとして、櫻井RI会長代理から「クラブ
の変革と戦略計画」と題するご講演がありました。始
まって５分ほどで自分の体調変化を感じました。やが
てそれは確信に変わり、このままではまずいと思いまし
た。会場はせまくすし詰め状態で、しかも自分はその一
番奥の席でしたのでなかなか途中退出し辛かったので
すが、なんとか恥をかかずに済みました。ということで
ご講演はほとんど訊けておりませんのでご興味のある
方は岡野幹事に聞いてくださるようお願いいたします。
その後はRI会長代理歓迎晩餐会となったわけですが、
この時には不思議と体調不良は治まっており、美味し
い料理と美味しいお酒をたっぷりいただきました。途
中吉野さんと黒岩さんがそばに来てくださり、私にあま

り飲まないように、周りにあまり飲ませないようにと注
意をしてくれたのですが、時遅くすでにかなり飲んでし
まっている状態でした。2日目は文字通り二日酔いの状
態で迎えましたが、なんとか1日無事に過ごすことがで
きました。阿部志郎氏の「半分っこの人生」、村田吉弘
氏の「世界遺産和食の美学」と題する講演はいずれも
印象に残るものでしたが、そのあいだでアトラクションと
して行われた急遽主演交代での橋岡ガバナーが自ら演
じた「高砂」が印象的でした。その後スーパー懇親会ま
で皆様と楽しく過ごさせていただき、帰りは市原サービ
スエリアで失礼いたしました。本当に有意義で楽しい2
日間でした。以上本日の会長挨拶とさせて頂きます。ど
うもありがとうございました。

報　　告
１．10月27日（土）、28日（日）に地区大会が開催。
　　27日の本会議及び晩餐会には、吉野ガバナー

補佐、黒岩ＲＹＬＡ委員長、岡野幹事、私（永嶌
会長）が出席しました。

　　28日の本会議には、当クラブ18名の会員が出
席されました。お疲れ様でした。

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より特
別寄付された、廣田会員、鈴木会員へ感謝状が届
いていますのでお渡し致します。

　　米山功労者　第８回　マルチプル　廣田二郎
　　米山功労者　第２回　マルチプル　鈴木荘一

３．地区大会表彰状目録　＜クラブ受賞＞
①2017―18年度ＲＩ会長賞
②100％ロータリー財団寄附クラブ
③「EREY」クラブ
④ロータリー米山記念奨学会寄付達成クラブ（2,000万円）
⑤End Polio Now COA



幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．次週11月5日の例会は、旅館かわなにて18時よ
り、夜間例会です。お間違いないようお願い致し
ます。
　　また例会前、17時半より、旅館かわなにて第5
回定例理事会が開催されます。理事・役員の方は
出席よろしくお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．会員名簿の校正
４．スリランカセミナーの出欠の案内
５．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津駅前花壇花植え奉仕作業について

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会委員会
君津駅前花壇花植え奉仕作業について

大森俊介委員長
１．対　象：

君津市立周西中学校1年生（生徒84名、先生9
名、合計93名）

２．実施日：
　2018年10月29日（月）
３．当日の流れ：
　12時30分～
　　事前準備（RC社会奉仕委員会メンバー）

・花のセッティング、ロータリーのぼり旗設
置、肥料・散水ホース準備

　13時
生徒、先生学校出発（徒歩68名、自転車25
名）※自転車は徒歩に変更の可能性有

　13時10分～13時40分
　　生徒、先生駅前ロータリー到着

自転車は駐輪場停車後、集合場所へ誘導。道路
横断に注意！

　13時40分～13時50分
　　始めの会
　　司会：中学生代表者
　　君津RC会長挨拶（永嶌会長）
　　作業要領説明（社会奉仕委員会）
　13時50分～14時40分
　　花植え作業
　　クラス単位で担当エリアへの花植え作業
　14時40分～14時45分

　　記念写真撮影
　　全員で撮影
　14時45分～15時
　　終わりの会
　　司会：中学生代表
　　社会奉仕委員会委員長挨拶
　　中学生代表挨拶
　　終了
　15時
　　解散
　　お茶を受け取って解散となります。（1 本／人）
４．開催判断：

当日の朝に天候を考え開催するか判断します。
（周西中 須藤先生、RC 大森）
中止の場合、後日、君津RC会員にて花植え実施
とします。

５．その他：
スコップは若干数用意しますが、各自で軍手、ス
コップなど必要な備品の準備をお願いします。
駅前の待機場所へは道路を横断します。RC会員
の誘導に従う様にお願いします。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 地区大会が終わり、ほっとしていま

す。もう終了の気分です。
岡野　　祐 この度は、皆様より温かい言葉を頂

き、ありがとうございます。これか
らも、ご指導の程よろしくお願い致
します。

隈元　雅博 昨日の2790地区大会に参加された
皆様お疲れ様でした。当RCはRI会
長賞をはじめ数々の表彰をされ誇ら
しかったです。改めて君津RCのポ
テンシャルの高さを確認できまし
た。会員の増員次第で今年度もRI
会長賞の可能性があるとのことで
す。これからもロータリー活動を頑
張ります。

釼持　純一 本日、指名委員会に参加して、次期
役員の検討を致しました。

大森　俊介 本日の花植え宜しくお願いします。
鈴木　荘一 地区大会おつかれ様でした。例会後

花植え作業頑張りましょう！！
川名　正志 本日の駅前花植え奉仕作業は所用の

為欠席させていただきます。又、例
会も早退致します。

佐々木昭博 昨日は、地区大会に参加させて頂き
ました。2790地区の熱気を感じる
事が出来ましたので更にロータリー
活動、がんばります。



福田　順也 大変申し訳ありません。都合によ
り、花植え作業に出席出来ません。
宜しくお願い致します。

松井泰次郎 日頃、中々活動に貢献出来ていませ
んが、本日は花植え一生懸命にやり
ます。

廣田　二郎 昨日の地区大会参加された方お疲れ
様でした。体調不良で早退して申し
訳ございません。本日の花植え社用
により欠席します。重ね重ね申し訳
ございません。

荒井潤一郎 私の記念日、いただきました。あり
がとうございました。

大浦　芳弘 絶好の花植え日和です。よろしくお
願いします。

前田　　亮 かずさマジック、来年も当社の山
川、プレイすることになりました。
最年長？と思いますが声援お願いし
ます。

武田富士子 昨日の地区大会に参加した方々、大
変お疲れ様でした。大盛況でした
ね。前日の27日（土）は、木更津
の八剱八幡神社参集殿の竣工式でし
た。平成最後の宮大工さんの腕の見
せどころと言った大建築物の見学
と、本当の結婚式、十二単の花嫁さ
んを見て来ました。両方ともとても
すばらしかったです。

坂本　直樹 記念日のお花をいただき、ありがと
うございました。結婚5周年を迎え
ました。これからも頑張ります。

中野　賢二 昨日の地区大会は大変勉強になりま
した。『おさしみ』は、何の魚か解
るように、ヒレ等を切り身にさした
そうです。そこから刺身となったそ
うです。他は、ちょっと忘れてしま
いました。すみません。

村上　　進 皆様、こんにちは！！本日の花植え頑
張ります。

阿部　昭広 地区大会に出席された皆様おつかれ
さまでした。RI会長賞他の表彰を
受けられておめでとうございます。

小川　哲也 マジックの宮沢義也が出場していた
U23の野球ワールドカップ。今まで
決勝戦でした。残念ながら2－1で負
け。銀メダルでしたが、誉めてやり
たいと思います。

小幡　　倖 昨日は、有刺鉄線100ｍを畑に杭打ち
設置、台風の後からイノシシが出没
しだし、例年にない度合いです。庭

先まで鼻できれいに収まりません。
共存という手もありそうですが、現
時点では皆無。弓で、アーチェリー
でと思案していますが、法に触れる
とのこと。何か策があれば試行して
みたい今日この頃です。花植え準備
させていただきました。感謝！！

喜多見　貴 体重がどんどん増え続け今までで一
番重い体重となってしまっているの
で、ダイエット頑張ります。

赤星　哲也 良い季節です。ご安全に
谷口　弘志 今週末から11月に入り、本年も残

り2ヶ月となりました。この2ヶ月間
は、年末行事を含めて飲酒の機会が
ピークを迎えますので、健康に気を
付けて年を締め括りたいと思います。

別府　明人 本日は花植え。子供たちをしっかり
サポート致します。

阿部　正雄 私の記念日（結婚）で花束を頂きま
した。青春時代を再確認致しまし
た。ありがとうございます。

内山貴美子 本日の花植え、お天気も良好です。
頑張りましょう。

藤平　洋司 先日、ピアノコンクールに出場を決
めた長女のコンクールが開催され、
見事に幼稚園年長で小学生の部にて
入賞しました。引続き、県大会もが
んばって下さい。

遠田　祐治 先日、健康診断結果がきました。
玄々堂様の御指導のかいあり、10年
ぶりに全部クリアとなりました。努
力は報われます！

髙橋　雄一 昨日、地区大会に出席のみなさま、お
つかれ様でした。娘の成人式の前撮
りがあり、責任をすごく感じました。

吉田　雅彦 子供の運動会や出張、会議続きで欠
席が続いて申し訳ありませんでした。
本日も、業務都合にて花植え参加で
きずに大変申し訳ありません。次回
以降、しっかり奉仕して参ります。

特別ＢＯＸ
宮本　茂一



地区大会の様子／H30.10.28



周西中学校の生徒さんと駅前花壇の花植えの様子／H30.10.29


