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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　今日は花抜きです。以前ロータリー情報研究会で
も紹介しましたが、花植えは昭和62年から続いて
いる伝統ある行事です。現在の形になったのは10
年ほど前からですが、今年は君津市からも予算を獲
得し、水道が整備されることになりました。これも
この活動が地域社会に認められたことを記念する重
要事であると思います。当クラブの歴史を振り返る
とききっと記念すべき年となるでしょう。
　慌ただしい時が過ぎる現代、またある意味味気な
い情報化社会である現代において、駅前をきれいな
花で飾り、人々の心を少しでも和らげる花壇の存在
は貴重であると思います。この活動において我々が
する花抜きがどの程度の意味があるかということに
なると多少微妙な所がありますが、ただ費用を負担
して人任せにするというのではなく、ロータリアン
みずからが汗を流すということに大きな意味がある
と考えます。当クラブの一員であれば社会奉仕委員
会の皆さんや一部の会員の熱意に任せきりというの
ではないということを確認する意味でも、多少の労
力の提供は今後も続けていきたいものです。
　私がロータリーに入ってまず思ったことは、私が
普段活動している世界はかなり病的であり、特殊で
あるということを認識したことです。ロータリアン
であるならば健全な精神と健全な肉体を持ちつづけ
る必要があります。週に1度皆さんとお会いして健
全な社会人に戻る、そのような私にとって貴重な一
時を与えてくださることに感謝いたします。それで

は花抜き頑張りましょう。以上本日の会長挨拶でし
た。どうもありがとうございました。

報　　告
１．5月18日(土)小糸スポーツ広場球場にて、君津

市少年野球大会 第22回ロータリークラブ杯開
催。表彰式には、岡野幹事・青少年奉仕委員会の
佐々木委員長・黒岩委員・宮嵜委員が出席されま
した。お疲れ様でした。

（優勝：子安クラブスポーツ少年団）

（準優勝：君津周西クラブ）

２．同じく18日(土)19時より第6回ＲＹＬＡ実行委
員会開催。当クラブからは、地区ＲＹＬＡ委員会
の黒岩委員長・佐々木会員・宮嵜会員が出席され
ました。お疲れ様でした。

３．第11回理事会が5月13日に開催されましたので
報告を致します。

　１）会計報告　異議なし
　２）新入会員の今年度、委員会所属について
　　　楠原会員…（今年度/次年度）職業奉仕
　　　薮会員 …（今年度/次年度）社会奉仕
　　　篠塚会員…（今年度/次年度）公共ｲﾒｰｼﾞ向上



　３）6月の夜間例会について
　　　①6月3日(月） 　　　　　　　　　　　　
　　　　場所：旅館かわな     
　　　　時間：18時～ 
　　　　会費：5000円 
　　　　＊現・新合同理事会は17時30分～ 
        　 （場所：旅館かわな） 
　　　　②6月17日(月) 
　　　　　場所：ホテル千成) 
　　　　　時間：18時～ 
　　　　　会費：5000円 
　　　　　＊新理事会は17時20分～ 
     　　 （場所：ホテル千成） 
　４）君津駅北口花壇の花植えについて 
　　　＊花で「令和」の型植えも検討したが適当な

　品種がなく、次年度に申し送り
　５）スリランカプロジェクト、浄水器追加寄贈に

ついて
　　　10万円の追加寄贈する 
　６）フェアウェルパーティーの登録料について 
　　　地区委員長の登録料については、クラブで負

　担する 
　７）第3510地区 高雄博愛RC姉妹クラブについて
　　　海外の姉妹クラブについては、今後もじっく

　り検討しながら考えていく
　８）平成31年度君津市国際交流協会後援及び会

費について
　　　例年通り後援し、会費を１万円納入する 
　９）君津市福祉チャリティーゴルフ大会後援について
　　　例年通り後援し、委員は岡野幹事を推薦
　10）次年度誕生日の品について（5月中に注文す

　ると早期割引）
　　　切子タンブラー2客　 
　12）周西南中学校区の学校連絡協議会、委員に

ついて
　　　任期が2年となっており、引き続き岡野会員

　にお願いする 
　13）次年度枝豆収穫祭について 
　　　①開催日程をいつにするか？　　　　　 
　　　　＊各地域の行事と重ならない日程で検討する。
　　　　　翌日予備日可能な日程がよい 
　　　　＊再度検討し、次回の理事会にて日程を決
　　　　　定する
　　　②ロータリーデーとして開催 
　　　　＊ポリオ撲滅運動として冊子を配布し広報

　　　　する 
　　　　＊社会奉仕委員会・公共イメージ向上委員

　　　　会・国際奉仕委員会にて実施 

　　　③区画・募集要項について
　　　　（今年度1区画5000円に値上がり：20区画

　　　　で85000円） 
　　　　＜昨年＞＊参加者は、会員・会員家族、被
　　　　　　　　　災地から避難されて来た方、
　　　　　　　　　一般応募された方(小学生とそ
　　　　　　　　　の父母もしくは祖父母) 
　　　　　　　　＊会費は、一般応募の方 大人1人
　　　　　　　　　500円（小学生以下無料） 
　14）次年度甲府東RCとの交流会について
　　　　日帰りプランか宿泊プランか、次回の理事

　　会までに再検討
　15）次年度プログラムについて　※承認
　16）その他
　　　＊理事会（現・新合同理事会）について
　　　　　開催：6月4日　夜間例会前17時30分～
　　　　　場所：旅館かわな
　　　＊新理事会について
　　　　　開催：6月17日　夜間例会前17時20分～
　　　　　場所：ホテル千成

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：6月13日(木)　時間変更
　　　　   点鐘18時30分
　　内容：最終例会
２．次週例会は、駅前花壇の花植え作業です。例会

には作業服で出席頂いても結構です。君津ロータ
リークラブの赤い帽子をご持参下さい。また、君
津ロータリークラブのポロシャツ又はジャンパー
の着用をお願いします。

３．本日例会終了後は、駅前花壇の花植え準備作業
として、花抜き作業を行います。宜しくお願いし
ます。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．6月3日の夜間例会の出欠について
４．君津市チャリティーゴルフ大会の出欠について
５．ハイライトよねやま

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2019-20年度手帳 （希望者のみ）



ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 本日は花抜きがんばりましょう。
岡野　　祐 今週土曜日は、姉妹クラブの甲府東

ロータリークラブの30周年式典で
す。参加される方は、よろしくお願
い致します。

内山貴美子 本日は花抜き作業、頑張りましょ
う。先週は次年度タイム、ありがと
うございました。

倉繁　　裕 かずさマジック、千葉県大会１位に
なりましたが、6月4日からの南関東
大会においても、着実に勝ち進み、
東京ドーム出場を決めてほしいもの
です。しっかり、応援して行きます。

大森　俊介 本日の花抜き作業、宜しくお願いします。
隈元　雅博 大森委員長、本日の花抜き作業の設

営ご苦労様です。来週の子供たちの
笑顔の為にも全員で頑張りましょ
う！これからもロータリー活動を頑
張ります！！

中野　賢二 花壇の散水栓がもうじき完成します
ね。水撒きがんばります。本日は、
客先安全パトロールの為早退します
が、代理の者を参加させます。申し
訳ありません。また、今年も七夕まつ
りが近づいてまいりました。ご協賛
できる方、よろしくお願い致します。

廣田　二郎 花抜き、頑張りましょう。
赤星　哲也 今日は花植えの準備です。頑張ります。
薮　　　武 花壇での作業は十数年ぶりです。今

日は花抜きがんばります。
吉野　和弘 席、くじ引き大当りでした。
大浦　芳弘 私の記念日のお花が届きました。あ

りがとうございます。
 昨日、都市対抗野球大会の千葉県大

会決勝戦があり、我がマジックは
JFEを破り1位通過となりました。
すっきりとした勝利を願うも最終回
ヒヤヒヤの勝利でした。南関東大会
は、準決勝からでHONDA戦からと
なることがほぼ決定しましたので、
マリーンスタジアムでの応援をよろ
しくお願いします。

谷口　弘志 昨日のかずさマジック都市対抗千葉
県予選の応援に駆けつけられた方
は、大変お疲れ様でした。やっと千
葉県一位で南関東大会に出場できる
ことになりました。南関東大会では
何をしても東京ドームへの切符を手
に入れてほしいものです。

坂井佳代子 先週は思いがけず誕生日のお祝いを
いただき、ありがとうございました。

宮嵜　　慎 私の記念日のお花ありがとうござい
ました。

芝﨑　　均 先週は妻の誕生祝いにきれいな花を
いただき、ありがとうございました。

遠田　祐治 かずさマジック、結果は何とか逃げ
切りますが、今年は最後までもつれ
ますね。応援も疲れます。何とか東
京ドームに行きたいです！！

吉田　雅彦 本日は、花抜き作業に参加できず申
し訳ありません。先週末は、娘の春
の運動会でした。秋の運動会に向け
て、自身の健康のためにも娘と共に
走る練習をしていきます。

宮本　茂一 所用にて草刈り、欠席いたします！！
誠に申し訳ありません。

川名　正志 本日の駅前花壇の花抜き作業、出席
できません。よろしくお願い致します。

荒井潤一郎 すみません、所用の為早退します。
秋元ゆかり 先日、長男の結婚式を無事終えるこ

とができ、ほっとしています。とて
も感動しました。

大住　昌弘 昨日、3女の初息子のお宮参りでし
た。長女の初息子から4回目、6年目で
すが、子供達の成長が楽しみです。本
日の花植え準備参加しますが、来週の
本番は所用の為、欠席致します。

喜多見　貴 余談ですが…先週、テレビ東京の
「なんでも鑑定団」の公開収録の観
覧に行ってきました。お宝は何も出
ませんでしたが、楽しかったです。
今週も仕事、頑張ります！

内山　雅博 働き方改革です。当行でも休みとれ！月に
4回は定時で帰れ！と厳しいです。やるこ
とやってくれればイイのですが…。

篠塚　知美 暑くなってきました。生ビールがお
いしい季節になってきました。先
日、サッポロビールさんに新商品
「ソラチビール」の提案があり、検
討しているところです。ホップが効
いてとても美味です。呑みすぎに注
意していかないとな－。

秋元　政寛 広島カープが勝ち続け、気分の良い
日々を過ごしております。一時はセ
リーグ最下位の地獄を見ましたが、
ついにゲーム差ゼロの2位に浮上し
ました。他球団ファンの皆様には
申し訳ないですが、今年もカープは
勝っち勝ちです！



 

君津駅北口花壇花植え準備作業の様子（令和元年 5月 20 日）


