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会長挨拶及び報告
隈元雅博会長

　皆さん、こんにちは。
　本日行われる年次総会において、いよいよ2018
年−2019年度の理事会メンバーが決定する予定で
す。早いもので、2017年−2018年度も半年が過ぎ
ようとしています。
　君津クラブの会員の皆様におかれましては、つた
ない運営にもかかわらず、会員全員が一丸となり
ロータリー活動に取り組んでいただいております。
　理事、執行部メンバーを代表して改めて御礼申し
上げます。本当にありがとうございます。
　話は変わりますが、昨日12月10日が早割予約の
期限でしたので、ケンタッキーフライドチキンを予
約してきました。12月24日に児童養護施設と母子
の駆け込み寺と言われるシェルターを運営している
木更津の馬来田にある野の花の家に届けてきます。
　様々な事情でここで暮らしている方々と職員への
ささやかな差し入れです。
　総勢100名近い大所帯なので、早割で少しの値引
きでも助かります。（笑）
　おかげさまで、私達家族は毎年12月24日と25日
は一緒に過ごすことができています。他の日はほと
んど夜はいませんが。（笑）
　半分とまでは言えませんが、これからも、半（な
か）ば他人（ひと）の為、半（なか）ば自分たちの
為という生き方をしていけるよう努力してまいりま
す。
　本日も皆様と共にロータリー活動を行えることに

感謝いたします。

報　　告
１．第６回理事会が12月４日に開催されましたの

で報告を致します。
①会計報告　＊承認
　特別会計（収入の部）の計算式の訂正
②下期会費請求について　下期　１ドル＝112円

（上期　１ドル＝111円）　＊承認
　年会費　85000円
　Ｒ財団寄付（75ドル）　　　　　8,400円
　ＲＩ分担金（30ドル）　　　　　3,360円
　Ｒ財団／ポリオ寄付（15ドル）　1,680円
　地区分担金　　　　　　　　　12,640円
　米山奨学金　　　　　　　　　　7,500円
　分区分担金　　　　　　　　　　2,500円
　ロータリーの友　　　　　　　　1,296円
　周年特別基金　　　　　　　　10,000円
　合　　計　　　　　　　　　　132,376円

＊ 但し、レート112円は12月のレートの為、１
月のレートが確定次第それに準じて請求書を
発行する。

③北見会員の委員会所属及び免除会員希望について
＊承認

　米山記念奨学会とする。
　クラブ定款第12条第３節ｂ項に基づき、免除

会員として承認する。
④きみつ愛児園のクリスマス会・社会福祉協議会

への寄付について（12月25日開催）　＊承認
　プレゼントは従来通りお菓子の詰め合わせ

￥800×77人分（ライオンズと折半）
　詳細スケジュールは別紙参照
⑤12月会員家族忘年会の際のゲストスタッフお

弁当について　＊承認
　演奏バンドとして出演するスタッフへお弁当を

準備（２〜３人×1,500円弁当）
⑥１月出前教室開催について（八重原中学校）　

＊承認
　別紙参照
⑦１月15日新年初例会について　＊承認
　時　間：18時〜



　理事会：17時15分〜
　場　所：ホテル千成
　プログラム：還暦の抱負…坂井会員・内山会

員・小川会員・大川会員・倉繁会員・武田会
員・谷口会員 ＊御祝の品（４色ボールペン）

　年男の抱負…茂田会員
　＊会費…5,000円（例年通り）
　＊今年度もかずさ青年会議所へ案内を出す。
　＊今年度以降も還暦のお祝いを実施していく。
⑧2019年度規定審議会クラブ提出制定案承認に

ついて　＊承認
　内容について反対意見のある場合は、15日ま

でに事務局まで連絡
⑨かものはしプロジェクト卓話について　＊承認
　出演料１万円にて、卓話をお願いする（親睦委

員会との日程調整）。
⑩次年度理事について　＊承認
　本日の年次総会にてご報告いたします。
⑪クラブ協議会会費について　＊承認
　全員が対象で出席するクラブ協議会の会費を取

るのはどうかという意見に対し年度の予算に応
じて会費を明記し、クラブ協議会と懇親会との
出欠を別々に確認し懇親会の会費とする。

⑫ホームページカウント機能導入について　＊承認
　搭載する機能により費用が全く違うので、見積

りを取ってから再度検討する。
⑬その他　＊承認
　新理事会12月11日　例会終了後13時30分〜

２．12月４日（月）新日鐵住金かずさマジック納
会がハミルトンホテルにて開催されました。当ク
ラブからは私（隈元会長）と荒井幹事が出席して
きました。お疲れ様でした。

３．12月８日（金）東京神宮ＲＣのクリスマス
パーティーが東京芝「とうふ屋うかい」にて開催
されました。当クラブからは、鈴木会員・武田会
員が出席してきました。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．例会変更のお知らせ
　〈袖ケ浦ＲＣ〉
　　①１月15日（月）時間変更　点鐘：18時30分
　　　内容：新年初例会
　　②１月29日（月）場所変更：旭興産（株）
　　　内容：会員事業所祝察
２．12月18日（月）周西中学校にて出前教室が開
催されます。
　集　　合：10時　周西中学校
　講座担当：職業奉仕委員会　原田委員長、西山副

委員長、遠田委員、坂井会員、川名会

員、永嶌会員、中野会員
　他出席者：隈元会長、荒井幹事、小幡研修リー

ダー、黒岩会員、岡野会員
　宜しくお願いします。
　同じく18日の例会は、会員家族親睦忘年例会
で、夜間例会となります。点鐘18時です。お間
違いないようお願い致します。
　また、チャリティーオークションに出品する品を
まだご提出されていない方は、お忘れのないよう
宜しくお願い致します。
３．会長・幹事会議の報告
　12月６日（水）18時〜　於：東洋
　進　行
　１．ホストクラブ会長挨拶
　２．ガバナー補佐挨拶
　３．議題
　　１）報告事項
　　　①ガバナー補佐会議の報告
　　　②各クラブ活動報告
　　　③その他
　　２）ＩＭ（インターシティミーティング）について
　　　①日時：平成30年１月27日（土）13時30分
　　　②場所：かずさアカデミアホール
　　　③来賓予定：渡辺木更津市長（特別講演）、
　　　　　　　　秋元ＰＧ、山田ＰＧ、その他
　　　④会員登録：全員対象、各クラブから60％

程度の出席を目標に協力をお願
いしたい。（収容人員140名の
ホール確保）

　　　⑤プログラムの概要
　　　　開会の挨拶：ホストクラブ会長
　　　　主催者挨拶：ガバナー補佐
　　　　来賓の挨拶：

特別講演：渡辺芳邦木更津市長「オーガ
ニックなまちづくり」
各クラブ活動（トピックス）について（富
津シティ、木更津、かずさ）
前ガバナー補佐に感謝状贈呈

　４．その他
　５．会議終了次第、懇親会を開催します。
　※振替移動例会です。
４．ガバナー事務所およびガバナーエレクト事務所
の年末年始休業のお知らせ
　　12月26日（火）〜１月８日（火）まで
　当クラブ事務局の年末年始休業のお知らせ
　　12月27日（水）〜１月８日（火）まで

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報



３．新年初例会の出欠の案内（１月15日18時〜）
４．国際大会参加募集の案内
５．ＲＬＩ（パートⅠ）開催のご案内
６．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友（12月号）

年次総会
隈元雅博会長　

　これより年次総会を開催致します。クラブ細則第
５条第１節に基づき、次年度の役員及び理事の選出
を行います。次年度の役員および理事候補者を鈴木
指名委員長より発表して頂きますので、お名前を呼
ばれた方は前へお進み下さい。

次 期 会 長 永嶌　嘉嗣会員
次期会長エレクト 内山貴美子会員
次 期 副 会 長 倉繁　　裕会員
次 期 直 前 会 長 隈元　雅博会員
次期研修リーダー 小幡　　倖会員
次 期 幹 事 岡野　　祐会員
次 期 会 計 喜多見　貴会員
次 期 Ｓ . Ａ . Ａ . 福田　順也会員
次 期 副 幹 事 武田富士子会員
次 期 理 事 大森　俊介会員
次 期 理 事 宮本　茂一会員
次 期 理 事 時下　俊一会員
次 期 理 事 佐々木昭博会員

　以上、13名です。会員の皆様、拍手をもってご
承認をお願い致します。（全員一致で承認）
　それでは次期会長に就任されます、永嶌さんより
御挨拶をお願い致します。

　次期当クラブの会長予定の永嶌嘉嗣と申します。
もともとは宮本さんが私を指名してくださり、この
流れになりました。いつも言いますが、奉仕活動も
大事ですが、楽しくなければロータリーではない。
奉仕活動も含めて１年間私自身も精いっぱい楽しみ
たいと思います。ただ私自身は非常に狭い世界で生
きてきたので、歴代の会長のように上手に挨拶がで
きません。したがって会長挨拶が病気に関連したも

のばかりになるのではないかと心配しています。そ
れだと皆様もあまり楽しくはないと思うのですが、
これも特殊な世界で長くやってきたせいだと大目に
みていただきたいと思います。それでは皆様１年間
よろしくお願いいたします。

委　員　会　報　告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」12月号紹介

齋藤孝弘委員　
公共イメージ向上委員会よりロータリーの友12月
号の紹介をさせていただきます。
見出しの、続けることで、見えてくること（奉仕活
動に見る時代の移り変わり）
横読みのP8　境港市ＲＣ前青少年奉仕委員長内田氏
最近の中学生は忙しい。継続事業、今年も継続中と題し
横読みのP10　郡山アーバンＲＣ安中氏
世相を映し出す「無料困りごと相談会」
横読みP14　疾病呼ぼうと治療月間
日本から命を守る　新しいカタチ
縦読みP20　卓話の泉　心不全にご注意
縦読みP24　

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「企業活動そのものが地域社会に果たす役割」

早見秀一副会長





ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 2018-2019年度　永嶌新体制が決定

しました。おめでとうございます。
これから残りの６ヶ月間も全力で
ロータリー活動に邁進していく所存
です。ＳＡＡ、理事・委員長を始め
とするクラブ会員の皆様、どうかこ
の半年同様ロータリアンとしての気
概と助け合いの精神を持って共に
ロータリー活動を行っていけること
をお願いいたします。

 2018-2019年度も2017-2018年度同
様、君津クラブのメンバーとして、
澄み切った心と太陽の情熱を持っ
て、ロータリー活動を行っていきま



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！

荒井潤一郎 2018-2019年度の永嶌、岡野体制が
決定しました。おめでとうございま
す。私もあと半年ありますが、ロー
タリー活動頑張ります。

内山貴美子 今年もあと半月です。私もいよいよ
還暦秒読みです。これからもロータ
リー活動頑張ります。

釼持　純一 皆様、お久しぶりになります。東京
のスカイ、ソーラー社に通うように
なり、Ｒ情報委員長として隈元会長
始めＲ情報副委員長、委員の皆様に
ご迷惑をお掛けしています。来年は
干支で一番好きな戌年、ロータリー
活動頑張ります。

内藤　智介 ２度目か３度目か忘れてしまいまし
たが、大当り引かせて頂きました。
運を使い切らぬ様に多目にニコニコ
させて頂きます。

宮本　茂一 12月３日にカメリアG.C.にて友人の
市瀬氏の人生最後のゴルフに黒岩会
員と大川会員と私の４人でプレーし
てきました‼“人生最後”のゴルフと
いうことで市瀬氏に必ず花を持たせ
ると固く決心していたのですが…。
ついつい勝負の魂に火がついて、一
人勝ちしてしまいました‼市瀬氏、
黒岩会員、大川会員、今後このよう
な事が無いように深く深く反省致し
ております。余談ですが、腰痛が悪
化してしまいました‼

福田　順也 早見さん、卓話ありがとうございま
した。

松井泰次郎 インフルエンザが流行しているよう
です。手洗いとうがいでしっかりと
予防していきましょう！

佐々木昭博 今年も残すところあと３週間です。
今年もあっと言う間の１年でした。
日々目標をしっかり持って行動して
いきます。

岡野　　祐 本日、次年度幹事を拝命されまし
た。皆様、どうぞよろしくお願い致
します。

永嶌　嘉嗣 次年度理事を紹介させて頂きまし
た。

谷　　浩司 先日、竜宮城で初めてランチを頂き
ました。天候は晴天で素晴らしい景

色を見ながらおいしいご飯を沢山食
べさせて頂きました。また行きたい
と思います。

大住　昌弘 先週土曜日に初めて箱根の金時山
に登りました。天候に恵まれさわや
かでしたが、富士山頂に雲がかかり
残念でした。職場仲間７人と一緒に
ホームページ用の写真を撮りまし
た。

 来週の忘年会は所用で欠席です。盛
会を祈ります。

吉田　雅彦 早見会員、卓話ありがとうございま
した。

 先日、家族全員で親睦ボウリング
に参加させて頂いて以来、週末家族
の元に帰る度に娘達からボウリング
に連れて行ってとせがまれておりま
す。今度はガーターにならないバン
パーレーン行って来ます。

武田富士子 ８日に東京神宮ＲＣのクリスマス
会に行って来ました。さすが東京で
すね。台湾ＲＣと姉妹関係で台湾の
会員の方々も参加していて会話が英
語です。会話についていけない私の
ために通訳をしてくださり助かりま
した。又、私供の氏神様は人見神社
です。人見神社でとても良かったで
す。宮嵜宮司よろしくお願い致しま
す。

時下　俊一 誠に申し訳ありませんが、例年通り
年末最終と年始の例会には参加出来
ません。皆様、良いお年を！

早見　秀一 本日、卓話をさせて頂きました。グ
ループ内の各事業を通じて地域社会
に貢献して参ります。引き続きご指
導の程宜しくお願い申し上げます。

喜多見　貴 12月に入り忘年会シーズンとなりま
した。体調に注意していきたいと思
います。

別府　明人 年末慌ただしくなってきました。
皆様、交通事故にもお気を付け下さ
い。

鈴木　荘一 本日、次年度の役員の方々をご承認
頂きました。引き続きご協力の程よ
ろしくお願いします。

小川　哲也 今年も残り少なくなりましたね。
今はのんびりとロータリアンとして
過ごしていますが、来週のチャリ
ティーへの出品をよろしくお願いし
ます。



宮嵜　　慎 早見副会長、卓話ありがとうござい
ました。

原田　健夫 日なたは暖かいですが、やっぱり冬
ですね。体調管理に努めて、インフ
ルエンザにならない様にします。

近藤　洋子 カレンダーが最後の１枚になりまし
た。一年があっと言う間です。

西山　　肇 早見様、卓話ありがとうございま
す。呑み会続きで、若干風邪気味で
す。体調管理に気を付けます。

坂本　直樹 千葉県では昨日12月10日より12月
19日までの10日間、冬の交通安全
運動を実施中です。スローガンは
“気のゆるみ、一杯だけが命とり”で
す。お互いに注意いて年内無事故で
過ごしましょう。








