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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆様、こんにちは！
　本日は、井上雅雄米山梅
吉記念会館副理事長にご出
席いただき、米山梅吉記念
会館にて甲府東との合同例
会に臨むことができて大変
うれしく思います。ありが
とうございます。
　甲府東ロータリークラブ
の皆様には情報収集の遅れにより大変ご心配をおか
けいたしましたが、こうして4か月ぶりに無事「米
山梅吉記念会館」においてお会いできることができ
ました。ご心配頂きました事を大変感謝いたします
とともに、こうして笑顔で皆様とお会いできること
を大変うれしく思います。
　君津ロータリークラブの会員におかれましては約
4週間ぶりの例会となります。今月8日の台風にお
いて被災されました会員の方々には心よりお見舞い
申し上げますと共に今後も安全に留意され復興活動
にご活躍されることをご期待いたします。
　私を含め、千葉県人は日頃の温暖な気候と少ない
災害から毎日のんびりと危機管理にかけた生活を
送っている人が多いと思います。そのため行政の対
応も遅れてしまったのではないでしょうか？今回の

台風で改めて被災する人の気持ち、そしてその人々
が何を求めているか本当に大切なものは何か身を
もって感じることができました。
　普段当たり前のように使っている水道、電気、
電話をはじめとするインフラ、遠くからも心配し
てくれる甲府東や神宮ロータリークラブをはじめと
する他クラブ会員の友情、自分の家も停電や断水で
被災しているのにもかかわらず頑張って早出や残業
で復興を頑張るロータリアン及びその従業員の職業
意識、山間部に於いての倒木活動による電気の復興
事業、近隣の飛ばされた屋根をブルーシートで復旧
し、近隣の住民に水を届けてくれる自衛隊員及びボ
ランティアの皆様、今回の台風で失う物も多々あっ
たかと思いますが、それ以上にあらためて物の大切
さ、人、仲間のありがたさ感謝の気持ちを得ること
ができました。
　今は皆、自分のことで精いっぱいの会員が多いと
思いますが、今後落ち着き余裕がでましたら片方の
手に頂いた笑顔と勇気を、もう片方の手で近隣のク
ラブ、地域への支援をし、共に頑張りながら2倍、
3倍の笑顔で手を繋いでロータリー活動を頑張って
いきたいと思います。
　米山梅吉は、「何事も人々にしてほしいと望むこ
とは、人々にもその通りにせよ」を願い、生涯その
ものでした。私たちも世の人々が本当に何を欲して
いるのか理解し、自己の職域を通じて社会、国家に
対して真の意味でサービスし笑顔で平和な社会を
作っていましょう。甲府東、君津ロータリークラブ
の会員の皆様共に笑顔でつなぐ手を増やしていきま
しょう！本日はよろしくお願いいたします。

藤原正彦会長
　本日は君津ロータリークラ
ブ様との合同例会を日本の
ロータリークラブの父、米山
梅吉翁の郷里、｢米山梅吉記
念館｣で開会できること非常
にうれしく思います。
　米山梅吉記念館　副理事長
の第2620地区パストガバナー
の井上雅雄様お忙しい中ご臨



席賜りありがとうございます。
　まず最初に、先日の台風15号の被害に遭われ大
変な思いをなさった君津ロータリークラブの皆さま
にお見舞いを申し上げます。
　大変な被害だったと思いますが、私たちに気遣い
をいただき予定通り合同例会が開会できることに深
く感謝申し上げます。
　私の記憶にある限り、甲府東ロータリークラブが
米山梅吉記念館を訪れるのは平成7年か8年以来2回
目だと思います。君津ロータリークラブ様も平成
24年11月以来2回目だと思います。今年の5月に我
がクラブの創立30周年記念例会に来甲頂きありが
とうございました。お陰様で素晴らしい30周年記
念例会懇親会になりました。あらためて御礼申し上
げます。
　君津ロータリークラブ様とのお付き合いは、平成
16年の我がクラブの創立15周年事業で友好クラブ
としてスタートして、平成21年の創立20周年事業
で姉妹クラブに格上げさせていただきました。
　平成16年10月に君津を訪問させていただきまし
た。ホテル千成に初めて泊めさせていただきまし
た。
　平成18年4月には君津の皆さまに湯村温泉の常磐
ホテルにお泊りいただき｢信玄公まつり　甲州軍団
出陣｣をご覧いただきました。ホテルの送迎用バス
を借りて翌朝、故酒井会員が運転して｢ほったらか
しの湯｣に行かれたのは驚きでした。
　平成19年3月には君津ロータリークラブ創立35周
年例会に参加させていただきました。ビッグひな祭
りを見学して勝浦三日月の夜の宴会は非常に盛り上
がりました。
　平成20年3月は信玄公の隠し湯、下部温泉にお泊
りいただき身延山の枝垂れ桜を建設中の五重塔の上
から観桜していただきました。
　平成21年2月は我がクラブの創立20周年記念例会
で姉妹クラブ締結式を行いました。ハウス桃の中で
の君津ロータリークラブ様の宴会がYBSラジオで
中継されましたね。
　姉妹クラブ締結を機会に毎年合同例会を行うこと
になり、平成22年3月は初めて中間点の東京で屋形
船合同例会を行いました。
　平成23年は4月に合同例会を川崎の東京電力の職
場訪問と中華街合同懇親会を企画しましたが、東日
本大震災で中止になりました。君津ロータリークラ
ブ有志の皆さまはそのことを気にかけて、9月30日
～10月1日で我がクラブを訪問していただき友好を
深めました。
　平成24年3月は君津ロータリークラブ創立40周年
式典に参加させていただきました。
　平成25年3月はオープンしたばかりの東京スカイ

ツリー見学例会でした。
　平成26年5月は我がクラブ創立25周年で来甲頂き
ました。｢花子とアン｣のセットを見学しました。
　平成27年4月はYOKOSUKA軍港めぐりと横浜中
華街を楽しみました。
　平成28年5月は大相撲観戦と浅草三社祭でした。
　平成29年3月は君津ロータリークラブ創立45周年
例会に参列させていただきました。観光組はインス
タ映えする｢江川海岸｣・｢濃溝の滝｣を見学しまし
た。
　平成30年3月は隅田川のお花見屋形船例会でし
た。桜が満開できれいでしたね。
　そして、令和元年5月は甲府東の創立30周年記念
例会、そして本日です。
　長いお付き合いになりましたが、これからもよろ
しくお願いいたします。
　本年のクラブテーマ｢相互につながり、元気なク
ラブに｣は私にとっては、君津ロータリークラブ様
の活気ある元気さから思いつきました。良きお手本
が姉妹クラブとして近くにいます。君津ロータリー
クラブ様の後ろを追いながらより充実したロータ
リー活動をしていきたいと思います。
　君津ロータリークラブ様に見捨てられないように
充実した活動を続けていき、末永いお付き合いを強
く望んでいます。これからもよろしくお願いしま
す。

幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．10月9日(水)の明治神宮清掃
奉仕の出欠については、9月
30日(月)までに事務局までに
ご連絡下さい。

２．米山梅吉記念館賛助会に
加入される方は、賛助会費
(3,000円)を10月7日(月)(次回例
会)より集金しますので事務局
までお願いします。

３．10月7日(月)例会終了後、第4回定例理事会が開催さ
　 れます。理事・役員の方はご出席下さいますようお
　 願い致します。

〈回　覧〉
1．君津RC週報・第5グループ週報は次回例会にて
　  回覧します。

〈配布物〉
１．本日は、移動例会のため配布物は次回例会にて
　　配布します。



米山梅吉記念館修繕支援への寄付
　

内山会長・井上副理事長・藤原会長

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 皆様、台風の被害で大変お忙しいと

思いますが、甲府東との米山梅吉記
念館での合同例会のご参加ありがと
うございました。若干1名遅れて来
た会員がいましたが楽しい1日を過
ごすことができました。初めての米
山梅吉記念館、大変勉強になりまし
た。甲府東の皆様、井上パスト会長
とも交流を深めることができ大変有
意義な1日でした。そして勇気をも
らいました。今後も皆で交流活動を
続けていきましょう。

武田富士子 2019.9.28日甲府東RCとの合同例会
交流会に際しまして、甲府東RCの
藤原会長をはじめ皆様のあたたかい
おもてなしを受けました。ありがと
うございました。藤原会長より、君
津RCとの交流なれそめやその時そ
の時の出来事を聞き、君津RCの歴
代の方々の無茶振りに思わず苦笑い
が出ました。でも、とても有意義な
交流を10年来行ってきたんだとの思
いも湧いてきました。

荒井　潤一郎 ロータリーの聖地、米山記念館に行
けて良かったです。甲府東RCにも
お世話になり感謝です。

大川　裕士 甲府東RCとの合同例会に会長・幹
事を始めとして参加されました会員
の皆様お疲れ様でした。初めて訪れ
た記念館でしたが、翁の遺徳と毛先
程は感じたかな、と思っています。
有意義な時間を設営していただきま
した甲府東RC会員の皆様に感謝申
し上げます。

岡野　祐 被災して久々に皆様に会えた事に感
謝。ロータリーの原点、米山梅吉さ

んを知って感謝。今又通常の生活に
戻れる事に感謝。これからも感謝の
気持ちを忘れずに生きていきたいで
す。

隈元　雅博 本日は、甲府東RCとの合同例会で
した。米山梅吉記念館での例会は2
回目の参加でしたが、改めて世界平
和と地域貢献を頑張っていく様メン
バー皆で共有できたと思います。こ
れからもロータリー活動を頑張りま
す！

黒岩　靖之　 甲府東RCの皆様、今日は米山記念
館創立50周年という記念の年に合同
例会を開催することができ嬉しく思
います。また、先日の台風15号に際
し、お見舞いいただきありがとうご
ざいました。本日はよろしくお願い
します。

坂井　佳代子 皆さんこんにちは。甲府東RCの皆
さんお世話になりました。米山梅吉
記念館は今回で二度目の訪問です。
前回は8年前だそうです。懐かしく
思い出しました。時が経つのは早い
ものです。

谷口　弘志 甲府東RCの皆さん、合同例会は大
変お世話になりました。初めて米山
梅吉記念館を訪問させて頂き、ロー
タリーの歴史に触れることができて
感謝致します。

遠田　祐治 楽しかったです！
永嶌　嘉嗣 今日は米山梅吉記念館での合同例会

に参加し、大変有意義な経験をさせ
て頂きました。勉強になりました。

早見　秀一 米山梅吉記念館での甲府東RCとの
合同例会に参加させて頂きました。
7年前の平成24年にも参加し今回で
二度目となりました。今年はサント
リー工場とキリン工場と見学でき、
ウィスキーを深く学びました。もち
ろん米山梅吉翁の事も学びましたの
で、今まで以上にロータリー活動を
頑張ります。

福田　順也 米山梅吉殿、ありがとうございまし
た。

中野　賢二 本日はバスに間に合わずに申し訳あ
りませんでした。やっと追いついて
飲んだウィスキーは、とても美味し
かったです。

大浦　芳弘 甲府東ロータリークラブとの合同例
会開催、ご苦労様です。各会員の会



社及びご自宅では、台風の影響が
残っているという方々も多いと思い
ますが、くれぐれも安全最優先での
復旧を願います。甲府東ロータリー
クラブ各会員の方々からもお見舞い
を頂きました。姉妹クラブとして、
感謝感謝です。

吉野　和弘 甲府東ロータリークラブ、君津ロー
タリークラブ合同例会に参加させて
頂き、楽しい一日を過ごす事が出来
ました。



君津RC・甲府東RC合同例会及び親睦会の様子






