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隈元雅博会長

　皆さんこんばんは。
　本日はクラブ協議会についてお話しさせていただ
きます。
　クラブ協議会の開催頻度はクラブによって違いま
すが、一般的には次のような順序で開催されます。
　第１回目は次年度のための地区協議会終了後、次
年度のＲＩ及び地区の活動方針についての報告と協
議を行い、臨時に次年度クラブ会長のクラブ運営方
針の発表を行う場とします。当クラブは2017年６
月４日に開催しました。
　第２回目は新年度の開始直後の早い時期に開催
し、各奉仕部門及び各委員会のクラブ活動計画につ
いての発表と協議を行います。（2017年９月11日
開催）
　第３回目はガバナー公式訪問前に、ガバナー補佐
同席のもとに開催し、ガバナー補佐はガバナーに対
しクラブの活動状況を報告する。（開催なし）
　第４回目は上半期末に開催し、各奉仕部門・委員
会の上半期中の活動の総括と下半期の活動計画につ
いて協議します。（2017年11月20日 本日開催）
　第５回目は下半期の中頃に開催し、各部門報告・
各委員会の活動状況のチェックを行います。2018
年２月25日の2790地区大会後に開催予定
　第６回目は次年度の役員・理事・委員長と合同で
開催し、本年度の活動総括と次年度への引き継ぎを
行います。（2018年６月４日開催予定）
　入会年数の浅い会員も増えましたので、本日はク

ラブ協議会についてお話しさせていただきました。
夜間例会で今後の運営方針を含め、和気あいあいと
話し合われることを願っています。本日も皆様と共
にロータリー活動を行い、懇親を深めることができ
ることに感謝いたします。

報　　告
１．11月18日（土）第３回第４分区親睦麻雀大会

が開催されました。当クラブからは黒岩会員が参
加してきました。お疲れ様でした。

２．同じく11月18日（土）2790地区女性交流会に
内山会員・武田会員・上妻会員・近藤会員が出席
されました。後程、内山会員より報告をお願いし
ます。

３．公益社団法人ロータリー米山記念奨学会より特
別寄付をされた時下会員へ感謝状が届いておりま
すので、お渡し致します。

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．今週11月25日（土）当クラブ会員家族親睦ボ
ウリング大会が開催されます。
　　　集合時間：17時20分
　　　ゲーム開始時間：17時40分
　　　場　　所：富津スターレーン
＊ゲーム終了後、台湾料理　星源にて懇親会を予
定しております。参加される会員家族の方は、
宜しくお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報・第４分区週報は、次週まとめて

回覧致します。
２．地区大会の出欠案内
３．会員家族親睦忘年例会の案内
４．東京神宮ＲＣクリスマスパーティーの出欠の案内
５．千葉北ＲＣ創立20周年記念式典・祝賀会の案内
６．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

パートⅠ開催の案内
７．カナダ・トロント国際大会の参加募集案内



〈配布物〉
１．例会プログラム

自　己　紹　介
北見洋司会員

　この度、君津ロータリーに
入会させて頂きました北見洋
司です。現在、私は君津ビジ
ネスサービス（株）の社長に
ついております。仕事の内容
につきましては皆様方よくご
存じだと思いますが、紹介さ
せていただきます。
　昔はボールペンからコン
ピューターまで、という営業品目で紹介してまいり
ましたが、今では事務所で必要な物はほとんど全て
揃えさせて頂いています。
　次に私とロータリーのかかわりですが、昭和47
年３月９日の設立総会に始まり、平成25年６月30
日迄、41年間お世話になりました。当初よく言わ
れましたのは、君津製織所に勤められている方々
と、地元の人達との意思の疎通がよく図れるように
と云う言葉でした。しかし、いざ始まりますと、お
互いに意見の交換がスムーズにはこび、本音の部分
も分かり合える場となりました。私はロータリーと
は、奉仕と共に親睦の場であると思いますので、宜
しくお願いします。

委　員　会　報　告
国際ロータリー第2790地区女性交流会の報告

内山貴美子会員
　平成29年11月18日土曜日16時30分より帝国ホ
テル本館４階梅の間において開催されました2017
－18年度第１回女性交流会に、武田会員、近藤会
員、上妻会員と私の君津女性会員４人全員で参加し
てまいりました。今回は31名の参加ということで
したが、君津は４名参加で100％の出席率で大変優
秀でした。
　当日は、武田会員の運転にて、木更津東ＲＣの金
見会員と５人で武田会員の高級車に同席させていた
だきました。
　ロビーの前に君津の華に負けないほどの美しい菊
の花が生けてあったので、そちらで記念撮影させて
いただきました。初めてお会いする会員がほとんど
だったので、最初は緊張していましたが、有名なカ
レーライスなど美味しいお料理のおかげですぐに打
解け、ラインの交換をしたりと、楽しく２時間を過
ごすことができました。又、会費の中の余ったお金
の中から１人500円近くを、ロータリー財団のポリ
オプラス募金の寄付としてすることができました。

　普段交流する機会の少ない地区の女性会員との交
流は、女性だけということで又、違った気付きをも
らってよかったと思います。普段ほとんど君津の例
会しか出席していないので、他のクラブとの交流に
なり大変良かったと思います。ロータリーの輪が少
し大きくなったような気がします。

クラブ協議会
上期活動報告
Ｓ．Ａ．Ａ．

武田富士子Ｓ.Ａ.Ａ.
　４名のメンバーで活動しております。
活動方針
　活動方針会場監督として例会場の品位を保つよう
に努める。例会が秩序正しく運営されかつ、楽しい
雰囲気の中でより良い交流が図れるように例会運営
に努める。
活動計画

①点鐘30分前までに準備を完了する。
②会長・幹事の意向に従い例会運営に努める。
③例会プログラムに沿って遅延無き進行に努め

る。
④４名のメンバーで順番に進行を行う。
⑤来訪者・お客様は確実かつ親切にご案内する。
⑥親睦委員会の協力を仰ぎ、月に一回以上のお楽

しみ席替えをする。（目標月２回）
⑦今までの伝統を守り君津ＲＣらしい例会にす

る。
　活動方針・活動計画に準じ努めてまいりました。
進行は、４名のメンバーが順番で行っております。
例会は、それぞれ１回ごとに運営・進行の反省や注
意事項を発表させて頂き、現在は私語も減少されて
きました。君津ＲＣの例会の雰囲気はとても良いと
自負しております。皆様のご協力に深く感謝致しま
す。
　又、席替え抽選へのご協力も頂き月に２回を目標
に実施しております。景品は当選した時のお楽しみ
ですが、手作り品のプラスプレゼントも実施してお
ります（予算内）。今後もご協力お願い致します。

クラブ管理運営委員会
早見秀一委員長

活動方針
　当クラブの会員構成特徴とその特性を活かし、ク
ラブ運営の基本原則や会務をしっかりと理解し、例
会の充実と、会員相互の親交を深める等、親睦委員
会の円滑な運営のための調整・支援を行う。

活動計画
１．親睦委員会の活動計画に基づき、当委員会活動



を行う。
２．親睦委員会が策定した定量的活動目標を、達成

できるように支援する。
３．親睦委員会の活動状況を定期的に把握し、各種

企画に対する会員の積極的な参加を働きかける。
４．例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、諸

活動の工夫等のアドバイスを行う。

　これらを佐々木委員長以下親睦委員全員が新たな
取り組みを含め推進されておられ、そちらへの参加
はもとより、支援や協力もさせて頂いております。
下期につきましても、より積極的に支援・協力・参
加をして参りたいと考えております。

親　睦　委　員　会
佐々木昭博委員長

　親睦委員会の上半期活動報告です。まずは活動方
針として「楽しく魅力ある例会と親睦活動を計画実
施し、会員相互のフェローシップを深める後押しを
する。忙しい仕事の合間を抜けてでも出席したいと
感じる価値ある例会、ロータリーにする。それによ
り出席率を向上させ、退会防止、会員増強に繋がる
よう尽力していく。」と打ち立てて活動しておりま
す。
　上半期に行った事としまして、まずは会員及び外
部の方の卓話を定期的に実施出来ました。またニコ
ニコＢＯＸの発表ではＳＡＡとの連携により、今ま
で以上に例会終了時間を意識して行いました。
　親睦行事としましては、今週11月25日（土）に
「会員家族親睦ボウリング大会＆食事会」を企画
しておりまして現在38名の参加を予定しておりま
す。また姉妹クラブである甲府東ＲＣとの親睦交流
合同例会の開催を春頃に行う予定で現在調整中で
す。

会員増強委員会
永嶌嘉嗣委員長

　皆様のご協力により現在の会員数は59名となっ
ております。目標の61名まであと２名です。今後
とも引き続きご協力をお願いいたします。またクラ
ブの雰囲気向上のため女性会員のご紹介をよろしく
お願いいたします。

ロータリー情報委員会
釼持純一委員長

　方針として、新入会員へのオリエンテーションを
行い、ロータリーの奉仕の理念・目的・ロータリー
会員としての責務などを説明し、ロータリーの最新
情報を提供し知識普及に努める。
　上期は、新入会員として７月３日に秋元政寛会

員、大浦会員、茂田会員、７月23日に喜多見貴会
員、８月７日に藤平会員、９月25日に坂本会員、
11月13日には北見洋司会員が再入会され７人が入
会しました。
　副委員長を中心に効率よくロータリー情報を開催
することが出来ました。
　また、10月28日に開催された４分区の情報研修
会には会長・幹事・研修リーダーをはじめ７名の会
員が出席致しました。

公共イメージ向上委員会
倉繁　裕委員長

活動方針
　ロータリーの目的を踏まえて、地域のクラブや会
員へ情報の伝達およびロータリアンでない方々へ、
ロータリーとは「何をしているか」を伝えつつ、
ロータリーのイメージを向上させる。
　クラブホームページ、メディア、会報等を通し
た、奉仕プロジェクト活動報告（＊）の拡充を図
り、地域社会の認知度を高める。（＊枝豆収穫祭
等）
　ロータリーの公報誌「ロータリーの友」の紹介を
通して、内外のロータリアンの活動を知ると共に、
奉仕の理念を育むことを推進する。

上期活動
○クラブホームページにおけるクラブ活動状況に関

する各週会報の掲載
○ロータリーの友の記事内容に関する各月例会にお

ける紹介
○君津ロータリークラブの活動内容に関するロータ

リーの友掲載
・地域の親子体験、ポリオ撲滅キャンペーンを

目的に、10月14日に開催された枝豆収穫祭の
活動実績紹介として、文書、写真をロータリー
の友・ROTARY AT WORK文書編に掲載すべ
く、同編集部に投稿中。

奉仕プロジェクト委員会
永嶌嘉嗣委員長

　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕委員
会の皆さま、今年度も活発な活動をしていただきあ
りがとうございます。今後も各委員会の活動との連
携を深めて、総合的により魅力的なクラブにしてい
きたいと思います。

社会奉仕委員会
小川哲也委員長

　社会奉仕委員会の活動計画は計画書の31ページ
に記載されています。



　上期の活動の手始めは今年の６月に実施した駅前
花壇に植えられた花への水撒きから始まりました。
例年に比べて梅雨が短くて自主的に水を撒くことが
必要でした。要領がわからずに最初は苦労しました
が委員会メンバーとそれ以外の方のご協力で計画
通りに実施できました。引き継いだ当初は枯れてい
まいそうで多くの皆さんから心配の声を頂きました
が、無事に復活して抜くまで何度も椅麗な花を咲か
せてくれました。良かったと思います。
　その後の活動ですが、計画書の６番に記載の君津
警察署の交通課長である鈴木様からの外部卓話を９
月４日に実施しました。
　次に計画書の５番に記載の枝豆収穫祭を10月14
日に実施しました。天候が大変危ぶまれましたが、
「この日にやってしまう」という関係者の強い意志
のもとで無事に125名の参加者を集めて実施できま
した。
　それから計画書の４番に記載の駅前花壇の花植え
を10月30日に約100名の生徒と先生と一緒に実施し
ました。花植え後には適度の雨が降っているので夏
の間ほどは水撒きも必要ありませんが、例会後には
必ずやっているのでご協力をお願いしたいと思いま
す。
　上半期の予定は計画通りに進んでいると思いま
す。来月にかけて慰問とチャリティーバザーがあり
ます。引き続きご協力をお願いします。

国際奉仕委員会
大住昌弘委員長　

（１）活動方針
　ロータリーの目的　第４項には「奉仕の理念で
結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ
て、国際理解、親善、平和を推進すること」と謳
われている。当委員会は、この考えのもと、君津
ロータリークラブで実行可能な活動として、国際
平和につながる人道的奉仕プロジェクトを推進す
る。

（２）活動計画
①今後の君津ＲＣの国際奉仕活動として、継続

的に推進できるテーマ、短期的でも意味のある
テーマについて、ＲＩ2790地区の他のＲＣと
の連携も視野に、早急に、多角的に検討を進 
め、着手する。

　現状、具体的な活動として、柏東ＲＣなどと
の連携により、スリランカへの浄水器寄贈プロ
ジェクトの検討を進めており、ある程度の予算
対応は準備しておきたい。

　また、これまで、当ＲＣとしてベトナムからの
奨学生を受け入れた経緯もあり、同国への国際

奉仕活動も模索していく。
→鈴木直前会長が2790地区国際奉仕委員会委

員長ということで、その後紹介で、柏東ＲＣ
がスリランカに対し地道な国際奉仕活動を推
進していることが分かった。

　柏東ＲＣ中村氏（地区職業奉仕委員長）等と
会合を重ね、コスモス奨学金を通じ、スリラ
ンカの学校に浄水器の贈呈を行うこととし、
そのための資金の一部としてコスモス奨学金
に20万円を寄付した。来年１月に現地での
贈呈式に参加予定。（鈴木長前会長、大住。
その他数名からも参加希望があったが、スケ
ジュールが調整できず不参加となった）

　尚、去る10月30日例会にて、柏東ＲＣ、サ
ジー氏（コスモス奨学金、スリランカ出身米
山奨学生学友）より、スリランカへの国際奉
仕活動について卓話をいただいた。

→米山奨学生ＯＢのグエン・フー・チン君を通
じたベトナム等への対応について検討活動で
きず。

②上記など人道的課題に取り組むロータリーの公
共イメージと認知度の向上の観点もあり、本年
10月に実行予定の「枝豆収穫祭」の参加者に
国際ロータリーのポリオ撲滅運動への支援を訴
え、また、当クラブの国際的な奉仕活動につい
てＰＲを行う。
→予定通り実施し、ポリオ撲滅冊子を配布し

た。自分自身、ポリオ撲滅についてロータ
リークラブが積極的な活動をしているとは知
らず、その意義についてあらためて理解し
た。

③君津市国際交流協会への協力支援を行う。
　→交流協会への訪問ができず。
④次年度国際大会（2018年６月23日～27日、カ

ナダ／トロントにて開催予定）への参加を呼び
かける。
→タイミングが株主総会や人事異動の時期であ

るということを念頭に進める。
（３）予算案
　　今年度予算と同様、35万円を上申する。

→上半期は上記寄付(諸経費含み)、ポリオ冊子
等約22万円を支出した。

職業奉仕委員会
原田健夫委員長

○本年度も、周西中学校、八重原中学校、周西小学
校への出前授業を実行する予定です。

○まず12月18日（月）に周西中学校を訪問しま
す。中学１年生97名の生徒さんが参加予定で
す。今回、西山会員による「鉄の不思議」、坂井



会員による「マル秘チャーハンの作り方」、川名
会員による「日本料理包丁技術講座」、永嶌会員
による「薬剤師って、薬って何？」、遠田会員に
よる「製鉄所内のエコな仕事」、原田が担当する
「水をきれいにする仕事」、そして今年からの
新規教室である中野会員による「溶接で鉄と鉄を
くっつける」、以上７テーマにて開催いたしま
す。

○引き続き、１月19日（金）に八重原中学校での
出前教室を予定しています。こちらは現時点８
テーマで開催する予定としています。

○最後はこれからの調整となりますが、２月に周西
小学校の出前教室を開催する予定です。

○数多くの小中学生に、働くことの尊さと職業の大
切さを学んでもらう機会とすることが出来るよう
に、当委員会だけでなく、会員の皆様の協力を頂
きながら進めていきたいと考えますので、ご協力
を宜しくお願い敦します。

青少年奉仕委員会
阿部昭広委員長

　活動方針・活動計画は、クラブ活動計画書34
ページに記載されております。
　今年度の青少年奉仕委員会は、平野副委員長、黒
岩委員、内藤委員、村上委員、そして委員長の阿部
の５名で活動を行っております。
　当委員会の活動の最たるものは「地区ＲＹＬＡセ
ミナー」への参加であります。今年度の「地区ＲＹ
ＬＡセミナー」は、来年２月17日・18日の両日に
開催されます。当委員会より、平野副委員長・村上
委員に参加していただく予定になっています。この
ほかに、ＲＹＬＡ実行委員として、吉野会員・黒岩
会員・岡野会員・佐々木会員にもお手伝いをお願い
しております。実行委員の皆さまには来月にもガバ
ナー事務所より委嘱状を送付させていただきますの
で、よろしくお願いいたします。これまでに実行委
員会を２回、地区委員会を５回、コース下見を３回
行っております。地区委員会としてもＲＹＬＡを成
功させるべく頑張っておりますので、会員の皆さま
の事業所の若手社員の参加推薦をよろしくお願いい
たします。

米山記念奨学会委員会
時下俊一委員長

活動方針
　米山奨学会事業は、ロータリアンの寄付金を財源
として、日本で学ぶ優秀な外国人留学生に奨学金を
支給し、クラブ全体で支援する事業です。
　事業の目的は将来、日本と母国を結ぶ「架け橋」
となって、国際社会で活躍し、ロータリー活動の良

き理解者となる人材を育成することです。
　事業の目的と活動に対して、各会員の理解と積極
的な参加を推進します。

活動報告
１．通常寄付8,000円／人を達成する。
　　→達成
２．特別寄付300,000円を達成する。
　　→特別寄付100,000円
３．米山月間（10月）に奨学生の卓話を実施。
　　→９月25日に実施。
４．１、２、３にて、15,000円／人を達成する。
　　→達成
５．2018年度奨学生世話クラブとなれるよう活動する。

　→下期取り組み予定

ロータリー財団委員会
内藤智介委員長

　年次寄付150ドル。
　ポリオプラス30ドルは隈本会長のご協力で2790
地区でも上位の寄付金を維持しています。
　地区活動補助金を活用し、駅前花壇の花植えの予
算としています。また財団月間では外部卓話ロータ
リー希望の風で理解の醸成を図ることができ翌週に
は希望の風募金を会員の皆様にご協力いただきまし
た。
　上半期はクラブ認証ポイントを活用してポールハ
リスフェローを推進して行きたいと思います。

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 本日のクラブ協議会、夜間例会への

ご参加ありがとうございました。こ
れからも君津クラブが一丸となり、
共に充実したロータリー活動を行っ
て参りましょう。

 ～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動の
両立」を共に目指して行動しましょ
う！

北見　洋司 今度、君津ＲＣに入会させて頂き誠
にありがとうございます。今後共に
よろしくお願いします。

内山貴美子 先日は2790地区女性交流会に参加
させていただきました。富士子さ
ん、今回も安全運転でありがとうご
ざいました。

秋元　政寛 先週土曜日、ＪＡ君津農業祭にて園
児の鼓笛隊演奏の機会をいただきま
した。日頃園で息子、子ども達とは
別人の様な真剣な表情に感動しまし



た。急に寒くなりました。皆様お体
ご自愛ください。

佐々木昭博 いよいよ、今週の土曜日は第１回
ボウリング大会が開催されます。現
在、次席予定の方でもまだ間に合い
ますので、都合が付けばぜひご参加
下さい。

福田　順也 とにかく寒いですね。体調管理に心
がけます。

大浦　芳弘 いよいよ冬本番！寒さに負けずロー
タリー活動頑張りましょう。

村上　　進 皆様こんばんは！！寒い日が続いてい
ますので健康に気を付けてお過ごし
下さい。二次会はほどほどに！！

倉繁　　裕　 ２年間使用したiphone6SをXに機種
変更しました。今回から導入の顔認
証が一卵性双生児だと誤認するなど
話題となっています。実用性として
は従来の指紋認証でも十分ですが、
apple社の戦略に見事に乗せられて
います。

時下　俊一 上期の活動報告をさせて頂きまし
た。と言っても、およそ委員長らし
い活動は何もしておらず恥ずかしい
限りです。米山委員長セミナーの日
の昼食の「つけめん大盛り」による
体重増加分がいまだ帳消しになって
いない様な気がします。

松井泰次郎 めっきり冬めいた気候になって来ま
した。皆様、風邪やインフルエンザ
に留意して下さい。

中村　圭一 真冬のような寒さになりました。冬
は日も短く、寂しい気持ちになりま
す。ＲＣで皆さまの暖かさに触れ、
心が暖まる事が救いです。ありがと
うございます！！

坂本　直樹 本日は入会してから初めての夜間例
会参加となります。よろしくお願い
致します。

遠田　祐治 土曜日、嵐との天気予報のお陰でゴ
ルフ場はスカスカ、秋のゴルフを楽
しむことが出来ました。風邪をひか
ないよう注意しましょう！

大森　俊介 本当に寒いです。以上
原田　健夫 めっきり寒くなり、自宅ではとうと

うストーブを灯けました。体調管理
をしっかり行ってＲＣ活動に支障が
出ない様にしなくては！

小幡　　倖 この時期が来ると今年も終わり。１
年間何をしてきたのか、後に道が出

来たが自問自答。
 先日、上野に「運慶展」を観に出か

けました。考えるところ大でした。
皆様、風邪をひかない様ご注意下さ
い。

岡野　　祐 今週土曜日は、第一回ボウリング大
会を行います。参加の皆様よろしく
お願いします。

石川夕伎夫 皆さん、ご無沙汰しております。
久々の例会参加で緊張しています。
よろしくお願いします。陽気も大変
寒くなりました。風邪などに注意し
ましょう。

大住　昌弘 急に寒くなりました。残り少ない休
みで2017mの今年の西暦年にちなむ
山に登れるか？皆さん、健康にご留
意下さい。

永嶌　嘉嗣 会員増強委員会、奉仕プロジェクト
委員会の活動報告をさせて頂きまし
た。しかし、何と言っても上期で一
番の思い出は久しぶりのロータリー
のコンペで２つもニアピンを頂いた
事です。

阿部　昭広 本日、上記活動報告をさせていただ
きました。昨日、ＲＹＬＡ実行委員
会を開催し、吉野会員、黒岩会員、
岡野会員、佐々木会員に出席いただ
き、ありがとうございました。

谷　　浩司 先日、伊香保温泉に行ってきまし
た。宿泊客の人数の割に小さいお風
呂でした、景色は素晴らしく、つい
長風呂になってしまいました。リフ
レッシュ出来たので、あと２ヶ月頑
張れそうです。



＜ 11 月 20 日夜間例会での懇親会の様子 ＞


