
例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880

2019～2020年度

国際ロータリー会長　マーク・ダニエル・マローニー
ガ   バ   ナ   ー　諸　岡　靖　彦
ガ バ ナ ー 補 佐　小　川　義　則

会　  　　  長　内　山　貴美子
会長エレクト　荒　井　潤一郎
副　  会　  長　中　村　圭　一

幹　　　事　武　田　富士子
編　　　集　谷　口　弘　志

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

令和元年11月  第1例会   曇

開 始 点 鐘
Ｒ ソ ン グ
お 客 様

四つのテスト

内山貴美子会長
君が代、奉仕の理想
金見　和子様（木更津東RC）
付　晴秋様（米山奨学生）
大住　昌弘会員
　　

例会数 会員数 対象者 出席率出席 欠席

前々回の修正 メークアップ　1名

％

％
％

【 出 席 報 告 】　免除者３名　休会０名

2105
2104

58
58

55
55

34
38

21
17

61.81
69.09

56.36

（敬称略）

Vol. 13　　Ｎｏ.2105　　2019.11.11

会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆様、こんばんは！
　昨日の、天皇陛下ご即位に伴うパレード「祝賀御
列の儀」は雲一つない日で大変素晴らしかったです
ね！天皇皇后両陛下は国民の皆さんに祝福され、国
民が幸せであることを本当にお喜びになられていま
した。私たちも幸せです！
　さて、今月はロータリー財団月間です。そして
毎年11月15日を含む1週間はロータリー財団週間で
す。ロータリー財団は1917年6月18日に第8回ロー
タリー年次大会でアーチ・クランフが「世界でよい
事をしよう」と提案して出来ました。彼は、幼少
期貧しく、12歳で学校を辞め仕事に就いたそうで
す。しかし勉強をしたい！という強い意志で6キロ
もある通学路を歩いて夜間学校に通い、木材会社に
勤め、才能を認められ社長になりました。又、彼は
優れたフルート奏者としてクリーブラント交響楽団
で14年間にわたって活躍されたそうです。
　財団の使命は人々が健康状態を改善し、教育への
支援を高め、貧困を救済することを通じて世界理
解・親善・平和を達成できるようにすることです。
これは、彼が身をもって必要としていたもの、望ん
だものそして学んだものだと思います。
　「我々はロータリー財団を今日・明日の時点では

なく何年、何世代の尺度で見つめるべきである。な
ぜならロータリーは幾世紀にもわたる運動だからで
ある。」とアーチ・クランフは言っています。
　ロータリーの優先項目は「ポリオプラス」と「6
つの重点分野」を中心とした「人道的支援」です。
私達はポリオワクチンの投与にアフガニスタンに行
くことも、バングラディッシュにきれいな水の出る
井戸を掘りに行くこともできません。けれど寄付を
することはできます。「寄付は第二の奉仕」です。
と財団ハンドブックにも書いてあります。
　今回は、台風15号、台風19号、水害に遭われま
した皆様の為に、少しでも元気になってもらえるよ
うに、そして日本中、世界中の人々が望むように平
和になるように、まずは、自分でできる身近な奉仕
の寄付から始めましょう！

報　　告

10月28日の例会では駅前花壇の花植え作業、お疲れ様
でした。本日のプログラムは10月の奉仕作業の慰労会
です。皆さん、お疲れ様でした。

１．11月7日(木)、地区スリランカセミナーが開催されま
した。

　当クラブからは、地区国際奉仕委員長の鈴木会員
をはじめ、吉野会員、黒岩会員、大住会員、村上会
員、私(内山会長)が出席致しました。また大住会員に
は、当クラブの地区補助金を利用してのスリランカ
プロジェクトについて発表して頂きました。お疲れ
様でした。

２．11月9日(土)RYLA実行委員会が開催されました。
　当クラブからは、地区RYLA委員会の黒岩委員長、

内藤会員、佐々木会員が出席しました。お疲れ様で
した。

３．被災地への支援についてガバナー事務所より案内
がありました。

　＊クラブ例会において、継続的に被災害地支援のた
　めの募金活動を行うこと



　＊ポリオ・デーや社会奉仕プログラムなど地域で展
　開する奉仕活動で、募金活動を展開すること　　

　＊地区やクラブが進める被災地支援に対して、その
　行動に協力し参加すること

　＊自治体が主導する災害共助活動には主体的に協力
　し、参加すること

　本日より受付にて募金箱を設置しますのでご協力お
願いします。

４．今年度理事会にて、副会長章を引き継ぐことが決
まりました。本日、引継ぎ式を行いますので、後程、
倉繁直前副会長から中村副会長へお渡しして頂きた
いと思います。

＜副会長章引継ぎ式＞

倉繁直前副会長から中村副会長へ

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈報　告〉
１．11月16日(土)第5グループ情報研修会が開催されま

す。 
　　時間：受付)13時30分～　
　　　　　点鐘)14時　
　　　　 閉会)16時20分
　　出席：内山会長・武田幹事・吉野会員
　　　　　黒岩会員・鈴木会員・隈元会員
　　　　　岡野会員・佐々木会員・福田会員　計9名
　宜しくお願いします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報と第5グループ週報、他、
　　回覧物は次週まとめて回覧します。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
11月の私の誕生日・記念日

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 付君、金見様、本日は来訪ありがと

うございます。本日は夜間例会で
す。いろいろ災害等もありました
が、本日は十分楽しんで頑張りま
しょう。

武田富士子 9日、君津文化ホールにて君津産業
フェアーが開催され、君津商工会議
所女性会で、私は焼きそばを作って
販売させていただきました。うれし
い事にあっという間に完売しまし
た。富士ッ子焼きそばを購入してく
ださった方々に感謝です。ありがと
うございました。終了後、成田の花
火大会へ行ってきました。

金見　和子 木更津東ロータリーの金見です。本
日は、よろしくお願い致します。

中村　圭一 本日は、副会長章の引継ぎをいただ
き、ありがとうございます。しっか
り活動してまいります。ご指導よろ
しくお願いします。

猪瀬　　浩 だいぶご無沙汰しております。9月
の台風15号から復旧支援等でバタ
バタしており、参加が出来ませんで
した。被災地の情報収集、倒木等の
撤去、被災ゴミの運搬等のボラン

谷口　弘志 33. 11. 3Ｓ.

11月の誕生祝
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11月の私の記念日



ティア活動に携わらせて頂きました
が、まだまだ支援ニーズは多い状況
です。最近は罹災証明書の申請や公
的支援金受給の申請の手続きのお手
伝いをしたりしています。まだまだ
復興までには時間がかかりそうです
が、出来る支援をしていきたいと思
います。

廣田　二郎 記念日の花ありがとうございまし
た。よくもまぁ29年もったもので
す。11/23(土)にフーチン家族が自
宅に来ます。車で奥さんと子供も来
ます。

黒岩　靖之 木更津東RC金見様、ご来訪ありが
とうございます。本日は楽しんで
行って下さい。

別府　明人　 駅前ロータリーの花がとてもキレイ
です。花植えされた皆様、ご苦労様
でした。

荒井潤一郎 今日は、11月11日で「1」が4つ並
んだ日。何か良い事があるかな？
あったかな？

秋元ゆかり こんばんは。先週末、初の2連チャ
ンゴルフでした。さすがに体がきつ
かったですが、楽しかったです。

岡野　　祐 今年もあと2ヶ月を切りました。体
調に気をつけ、無事過ごしたいと思
います。

坂井佳代子 皆さんこんばんは。金見さん、今日
はありがとうございます。記念日の
会員の皆さん、おめでとうございま
す。谷口会員、お誕生日おめでとう
ございます。

倉繁　　裕 今日は新聞休刊日でした。日頃、新
聞情報以外にも、情報・データが溢
れて、その把握に追われがちです
が、そういった情報・データを、行
うべきアクションに結び付けること
にこそ、十分な時間をかけるよう
に、工夫をしていかねばと思ってい
るこの頃です。名案をお持ちの方の
知恵をお借りしたいところです。

内山　雅博 本日、2回目の夜間例会出席です。
宜しくお願い致します。

宮本　茂一 成田の花火大会とても盛大で迫力が
ありましたが、きみつの秋花火の方
がバランスがとても取れていて良
かった！！

小川　哲也 今月末の記念日のお品を楽しみにし
ておきます。この土日はゴルフをせ

ずに、おじいちゃんとお父さんをし
ていました。仕事レスも良いと思い
ました。

大住　昌弘 今年の日曜日は雨の確率が高く、昨
日は相当久しぶりの日本晴れ！一連
の天皇即位に係る行事のフィナーレ
として、ふさわしいのどかな一日で
した。朝晩はめっきり寒くなります
が、皆様健康な日々を過ごされてく
ださい。

隈元　雅博　　木更津東RC金見和子さん、米山奨
学生付靖秋君、ようこそ君津ロータ
リークラブ夜間例会へ。本日は普段
とはまた違った例会を楽しんでいっ
てください。これからもロータリー
活動を頑張ります！記念日のお花あ
りがとうございました。これでまた
何とか一年持ちます。

藪　　　武　　今年本社に入社した新入社員が君津
へ研修に来ました。愚息より年下の
会話は不思議な世界でありました。
しかし、最近の新入社員はしっかり
とした目標を持っていることに…。

芝﨑　　均 今年も残り少なくなってきました。
ロータリー活動を頑張ります。

福田　順也 久しぶりの例会出席です。ロータ
リー活動頑張ります。付君、おみや
げありがとうございました。

村上　　進　 皆様こんばんは！金見様、付君、よ
うこそ君津ロータリーへ。11/7(木)
スリランカセミナーに行って来まし
た。大住さんの話は大変勉強になり
ました。物を与えるだけでなく、そ
の後の関りが大事との事でした。お
疲れ様でした。

永嶌　嘉嗣 先週、宮本さんに食事に誘われまし
た。本当は嫌だったのですが、私も
まだ命が惜しいので、参加しまし
た。でも大変楽しく、おいしかった
です。

坂本　直樹　　昨日は天皇・皇后両陛下のパレー
ドをTVで視聴しました。改めて新
たな時代のスタートを実感致しまし
た。

中野　賢二 いよいよ12月の出前教室が近づいて
まいりました。本日から溶接の授業
で使用するスクラップロボットの準
備を開始しました。今年はどんなロ
ボが出来るか楽しみです。

髙橋　雄一 昨日の天皇のパレードは、図ったよ



うに秋晴れで、やっぱりすごいなと
感動いたしました。天皇陛下のパ
レードで、日本の凄さ、優しさ、謙
虚さなど30分で世界に発進されたと
思いました。

阿部　正雄　　結婚記念日のお花が届きました。あ
りがとう御座います。50数年前の事
なのですっかり忘れていました。喜
んだのは女房だけです。<今日は女
房の誕生日です。11月11日>

谷口　弘志　　記念日のお花ありがとうございま
した。留守宅の妻も大変喜んでいま
す。記念日は、早いもので34年目の
結婚記念日でした。

宮嵜　　慎　　9日、10日の天皇陛下皇后様の祝賀
パレードのお手伝いに行ってきまし
た。14日はいよいよ大賞祭です。皆
様と共に皇室の弥栄を祈りたいと思
います。これからもRC活動頑張り
ます。



慰労会の様子（R1.11.11）


