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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４月16日は映画作家であり喜劇王と呼ばれ
たチャールズ・チャップリンの誕生日です。1889
年にイギリスで生まれた彼は、青春時代に第一次世
界大戦を経験し、1939年から始まった第二次世界
大戦の最中1940年に監督・製作・脚本・主演の映
画『独裁者』を制作しました。その中でのチャップ
リン自身によるスピーチは「史上最高のスピーチ」
とも言われています。
　ヒトラーを思わせる独裁者と間違えられ入れ替
わった床屋の男が兵士たちの前で演説をするはめに
なるラストシーンのスピーチをご紹介します。
　『この世界には、全人類が暮らせるだけの場所が
あり、大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。人
生の生き方は自由で美しい。』
　『私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそう
いうものなんだ。私たちは皆、他人の不幸ではな
く、お互いの幸福と寄り添って生きたいのだ。私た
ちは憎み合ったり、見下し合ったりなどしたくない
のだ。』
　このほかに紹介したいシーンは沢山あるのです
が、時間の関係で省略します。
　私達の力では、今戦争が起きても止めることはで

きないかも知れません。
　しかし、私達のロータリー活動がきっかけとな
り、10年後20年後の未来を担う若者がリーダーと
なり世界平和を望み行動することにより、真の世界
平和が訪れるかも知れません。
　一人でも多くの人が幸せに暮らせる世界の実現に
向けて、本日も皆様と共にロータリー活動ができる
ことに感謝いたします。

報　　告
１．４月14日（土）にＲＬＩ研究会（partⅢ）が開

催されました。当クラブからは、内山会員・岡野
会員・武田会員・福田会員・佐々木会員が出席さ
れました。お疲れ様でした。

２．同じく４月14日（土）に国際ロータリー第
2790地区ローターアクト年次大会が開催されま
した。当クラブからは、黒岩会員が出席されまし
た。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．４月18日（水）に明治神宮清掃奉仕が行われ
ます。
　　集　合：明治神宮　10時30分
　　神楽殿祈祷：11時～
　　清掃奉仕・昼食例会：11時30分～
　　当クラブからは、隈元会長・荒井幹事・釼持会
員・大川会員・福田会員が出席します。宜しくお
願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．第４分区親睦ゴルフ大会の案内
　　参加される方は参加費を事務局までお願いしま

す。締切23日／次回例会まで
４．木更津東ＲＣ創立50周年記念式典の案内（登

録料を事務局まで）
５．ハイライトよねやま（Vol 217）



〈配布物〉
１．例会プログラム
２．次年度タイム資料

来訪ロータリアンごあいさつ

木更津東ＲＣ
会長　大澤藤満様

　今日は、木更津東ＲＣの会長、大澤藤満と幹事役
の松岡邦佳です。本日は木更津東ＲＣ創立50周年
記念大会へのお誘いのご挨拶にと君津ＲＣ様の例会
にお伺いいたしました。
　我がクラブは年々会員減少気味の傾向をストップ
し、50周年にちなみ会員50名をとの掛け声と共に
クラブ員全員の思いが実りまして先週入会の新人を
加えて51名となりました。その内クラブ初の女性
会員も３名となり年令層も一段と若返りクラブの活
性に弾みがつき期待がもてると思っております。記
念大会への準備が色々のアイデアも集り着々と進行
をしております。木更津らしさを感じていただきた
く全員一丸となり頑張っております。
　大勢の皆様をお迎えして記念行事を盛上げていた
だき次へのロータリー活動の力となれます様願って
おります。
　５月19日（土）再会を楽しみにお待ち申し上げ
ましてごあいさつといたします。

木更津東ＲＣ「創立50周年記念式典」の案内
幹事　松岡邦佳様

　こんにちは。木更津東ＲＣの本年度幹事の松岡
です。５月19日土曜日にかずさアカデミアパーク
にて木更津東ＲＣ創立50周年記念式典、記念講演
会、記念祝賀会を開催します。
　皆様お誘いあわせの上５月19日の記念式典等の
ご参加を心よりお待ちしています。よろしくお願い
します。
　
入　会　者　紹　介

紹介者　坂井正視会員
入会者　内山雅博様

１．生年月日・出身地
　・昭和45年３月13日生まれ48歳

（戌年。戌年生まれの人は人情にあふれ義理堅
く、悪い人はいない！）

　・出身地　東京都足立区→現在は千葉市美浜区在住
２．学　歴
　平成４年　大学卒業し千葉銀行入行
３．職　歴

平成４年　千葉銀行入行（行徳支店）
以降、稲毛支店→船橋支店→君津支店（３年８ヶ
月！）→西船橋支店→八千代緑が丘支店→金町支
店→木更津支店→みずえ支店→営業支援部（推進
役）→君津支店
支店長は平成26年２月～28年６月　43歳で、み
ずえ支店長を経験。

４．家族構成
　・妻・長男

・妻とは学生時代から６年半の交際で結婚し今年
で結婚21年目。結婚12年で待望の長男誕生。
長男はまだ、小学校４年生の９歳。

５．趣　味
　・スポーツ全般
　・週末は必ず家族３人で買い物
６．千葉市在住ですが君津支店３年８ヶ月・木更津

支店２年７ヶ月と当地区での勤務が一番長く愛着
のある地域です。15年半振りの君津支店で地域
のために全力で頑張ります‼

入　　会　　式
隈元雅博会長

入会者　内山雅博様

プ　ロ　グ　ラ　ム
次年度タイム

永嶌嘉嗣会長エレクト
　皆様こんにちは、会長エレ
クトの永嶌です。本日新理事
会が開催されましたのでご報
告いたします。次年度君津Ｒ
Ｃ役員・理事・委員会構成表
については別紙の通りで承認
されました。次年度国際ロー
タリー会長メッセージおよび
次年度ガバナー地区運営方針



については、本日皆様に1部ずつお配りしてありま
す。BE THE INSPIRATIONということですが、
ガバナーエレクトは、ロータリアン一人一人が自覚
を持つこと、ロータリー魂を持つこと、自主的に活
動することと説明しております。そういうことだと
思いますので敢えて私の説明は省き、皆様に直接読
んでいただきたいと思います。次年度地区補助金に
ついては出前教室で申請することになりました。地
区研修・協議会については４月29日となっており
ますので参加される方は宜しくお願い致します。ま
た君津市より学校運営協議会に協力してほしいとの
要請がありました。クラブとして協力することにな
りましたのでよろしくお願いします。次年度の君
津ＲＣの行動目標は「ロータリーを楽しもう」～
Enjoy Rotary～としたいと思います。私自身も1年
間精一杯楽しみたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 内山雅博会員、入会おめでとうござ

います。これから共にロータリー活
動を頑張ってまいりましょう！

 本日の次年度タイム例会お疲れ様で
した。永嶌エレクト、岡野副幹事を
始めとする皆さん、いよいよです
ね。私も荒井幹事も笑顔が増えてき
ました。

 先程ご挨拶いただいた木更津東ＲＣ
の50周年記念式典、祝賀会ですが、
お時間のある方は是非ご参加くださ
い。

 次年度も、地域貢献と世界平和活動
を頑張っていきたいと思います。

  ～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 かずさマジックですが、日立市長杯
初戦は、三菱重工神戸に負けました
が、今日の東芝戦は勝つことを信じ
ています。

永嶌　嘉嗣 次年度はEnjoy Rotaryで行きたいと
思います。

坂井　正視 本日、千葉銀行の内山さんの新入会
員紹介をさせて頂きました。親睦ゴ
ルフ、奉仕活動等、積極的に誘って
下さい。

宮本　茂一 今日、新理事会がありました。隈元
会長の本当ににこやかな笑顔を久し
ぶりに見ました。また、永嶌会長エ
レクトの緊張した真面目な話し方に

“並々ならぬ覚悟”を感じました‼
内山貴美子 大澤様、松岡様、本日は来訪ありが

とうございます。
 午前中、新年度理事会が開催され、

いよいよ新年度が近づいてきた感が
あります。本年度もあと少しですが
頑張りましょう！

 ＲＬＩ３回卒業コース終了できまし
た。大変勉強になりました！皆様も
参加してみて下さい。楽しいです！

秋元　政寛 杉が終わって桧がやってきて、そろ
そろイネ科の花粉に悩まされ始めて
います。早く夏よ来い！

佐々木昭博 先週土曜日、ＲＬＩ（ロータリー
リーダーシップ研究会）パートⅢに
参加させて頂き有り難う御座いまし
た。無事修了証と卒業バッヂを受け
取る事が出来ました。ディスカッ
ション形式で他クラブの方達とロー
タリーについて議論でき、良い刺激
になりました。

中野　賢二 ３日間連続で午前様でした。やっと
二日酔いが治ったところです。今日
は休肝日にします。

大川　裕士 内山雅博様、ようこそ君津ＲＣへ‼
木更津支店の次長以来ですね。ゴル
フはシングルになりましたか？よろ
しくお願いします。

釼持　純一 本日、内山雅博様のR情報を行いま
した。内山会員、共にロータリー活
動を頑張りましょう。

武田富士子 ４月14日リーダーシップ研修会パー
トⅢを受講して修了証をいただいて
まいりました。パートⅠから3日間
楽しくディスカッションをしてまい
りました。まだ参加されていない会
員さん、お勧め致します。他クラブ
の会員さんとのディスカッション交
流は有意義な一時でした。50名以上
のＲＣ会員さんと名刺交歓をしてき
ました。本当に楽しかったですよ。

喜多見　貴 新年度に入りバタバタしている間に
あっという間に２週間が経過してし
まいました。ゴールデンウイークも
すぐ来てしまうので早期に業務を軌
道に乗せたいと思います。

近藤　洋子 先週行った東京ドイツ村の巡回は、
一面に広がる芝桜が美しく、楽しい
ひと時を過ごすことができました。

大森　俊介 雑草がのびきっていたので草抜きを



やったら全身筋肉痛になってしまい
ました。運動不足、反省です。

村上　　進 大澤会長、松岡幹事、ようこそ君津
ＲＣへ。来期もロータリー活動を頑
張ります。

髙橋　雄一 今年度、残り９定例会となりまし
た。次年度もガンバリます。

岡野　　祐 次年度タイムのご協力、ありがとう
ございました。

福田　順也 時期ＳＡＡの皆様、ご協力宜しくお
願いします。

石川夕伎夫 本日所用で参加できませんが、今後
もロータリー活動頑張ります。

遠田　祐治 金曜の夕方、新人歓迎ボーリング大
会をやりました。力まかせに投げる
若者対老練なおじさん、勝負はおじ
さんの圧勝でした！

時下　俊一 本日は座席の選択を誤りました。宮
本・永嶌会員の間に挟まれて何も書
くネタが思い浮かびませんでした。

谷　　浩司 大澤会長、松岡幹事、当日はお世話
になりますのでよろしくお願いしま
す。

 内山会員、ようこそ君津ＲＣへ。こ
れからよろしくお願いします。

 本日の例会では、もう次年度タイム
の時間があり、新たな緊張感が生ま
れました。来年度は今年学んだ事を
生かしていきたいと思います。

大住　昌弘 ４月第一週に当社で災害が発生して
しまいました。復帰には相当かかり
そうです。あらためて管理者の意識
に問題あったと自省しています。類
災無きよう対策に万全を講じたいと
思います。

中村　圭一 このところ毎週春の嵐が襲来します
ね。そういう中でもモッコウバラは
咲き始めた花とつぼみをしっかり
ホールドしています。嵐に負けない
小さな草花の強さに心打たれます。

小川　哲也 木更津東ＲＣ大澤会長、松岡幹事、
君津ＲＣへようこそ！

 今年度最後の駅前花壇は５月28日で
調整できました。ご協力をお願いし
ます。

西山　　肇 内山様、これから宜しくお願い致し
ます。先週は急に欠席して申し訳あ
りません。

別府　明人 暑くなったり寒くなったり、風が吹
いたりと変化が激しいですが負けず

に頑張りましょう。
鈴木　荘一 内山様、ご入会ありがとうございま

す。ＲＬＩご参加の会員の皆様、３
日間お疲れ様でした。

坂井　正視 ホテル千成の和食の告知ですが、５
月６日までレストランもお出しでき
ます。それ以降は予約制で、和食は
受付今まで通り、２Ｆ３Ｆの個室、
大部屋でもお出しできます。宜しく
お願い申し上げます。

坂本　直樹 先月より里帰り出産のため、妻の実
家で生活していた妻子が昨日から家
に戻って一緒に生活することになり
ました。嬉しい反面、これから夜泣
き・寝不足との闘いが始まります。

特別ＢＯＸ
倉繁　　裕



＜次年度タイム／委員会別会議＞


