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内山貴美子会長
手に手つないで
<来訪ロータリアン>
加藤　弘之（東京神宮RC）
中野　秀嗣（東京神宮RC）
鳥井　正俊（上総RC 会長）
川名　史泰（上総RC 幹事）
唐鎌　恒治（上総RC）
金見　和子（木更津東RC）
高木　一彦（富津シティーRC 会長）
立石　泰之（富津シティーRC 幹事）
窪田　　謙（富津シティーRC）
<中学校の先生>
岸　　教男

（君津市立八重原中学校 校長）
小間　泰啓

（君津市立八重原中学校 教頭）
田浦　信子

（君津市立八重原中学校 教論）
<会員社員様>
釜谷　玲子（木信産業㈱）
岩館　結香（吉川工業㈱）
上野みゆき（㈱高田工業所）
三木　絢加（㈱テツゲン）
牧野　邦江（濱田重工㈱）
岡田　智子（三島光産㈱）
<100年バンド>
武田まゆみ
<当クラブOBの方>
三浦　　勇
三浦　葉子（令夫人）
三浦　　逞（ご令孫）
三浦　綾夏（ご令孫）
河合　　潤
藤冨　　孝
大橋　辰美
近藤　友美
阿部　昭広
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<会員ご家族>
藤田　雅恵（内山会長/ご令妹）
岡野玖瑠実（岡野会員/ご令嬢）
内藤　恵美（内藤会員/令夫人）
内藤　咲蘭（内藤会員/ご令嬢）
石川　和子（石川会員/令夫人）
阿野　美保（石川会員/ご令嬢）
阿野好太郎（石川会員/ご令孫）
坂本　麻子（坂本会員/令夫人）
坂本　羽菜（坂本会員/ご令嬢）
坂本宗二郎（坂本会員/ご子息）
藤平　紗耶（藤平会員/令夫人）
藤平　姫奈（藤平会員/ご令嬢）
藤平　結愛（藤平会員/ご令嬢）
田仲希久子（坂井会員/ご令嬢）
田仲　永和（坂井会員/

ご令嬢の旦那様）　
<スペシャルゲスト>
マジシャン大輝
内藤　智介会員
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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

皆様、こんばんは！
　本日は年末のお忙しいなか、家族親睦夜間例会に
ようこそ！いよいよ今年の例会も今日が最後となり
ました。
　多くの関係者の皆様方に於かれましては、日頃の
ロータリー活動にご協力、ご参加いただき大変あり
がとうございます。
　この半年を振り返ると度重なる台風等の災害にも
かかわらず、ご家族、会員の会社関係の皆様、OB



会員の皆様の日頃のご協力により、私たちは駅前花
壇の花植え、出前授業、100年バンドの皆様の慰問
演奏会等様々な活動を行うことができました事を本
当に感謝申し上げます。
　八重原中学校の先生の皆様、神宮ロータリークラ
ブ及び第5グループの会員の皆様、来年夏には東京
オリンピック、10月には日本のロータリークラブ
100周年、君津ロータリークラブ50周年事業への準
備等様々な出来事が続きます。皆様と共にこれから
も頑張ってロータリー活動を続けていくためには、
引き続きの皆様のご理解、ご協力が必要です。どう
ぞよろしくお願いいたします。
　本日は61年前（1958年）の今日、高さ333メート
ルの東京タワーが完成した記念すべき日です。今
年9月に新たにリニューアルオープンもいたしまし
た。私も新たな気持ちで残す半年間を令和初の会長
として頑張りたいと思います。
　至らない点は多々あると思いますが、昨日の有
馬記念で優勝し、今期で引退する牝馬のリスグラ
シューのように最後の追い込みで有終の美を飾れる
ように頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたし
ます。
　本日は、楽しい一時を過ごしていけたらと思いま
す。皆様と共にロータリーについても語りましょ
う！

報　　告
１．12月17日に、周西中学校出前教室が開催されまし
た。今回は8講座の講師の方にご協力を頂きました。
お疲れ様でした。後程、職業奉仕委員会の遠田委員
長よりご報告をお願い致します。

２．12月20日に、国際奉仕委員会の大住委員長、公共
イメージ向上委員会の谷口委員長、私(内山会長)で
国際奉仕プロジェクトの活動の一環として周東中学
校に本の寄贈に行って参りました。皆さんお疲れ様
でした。

３．国際ロータリー第2790地区諸岡ガバナーより2019
－20年度RLI実行委員会委員の委嘱状が届いており

ますのでお渡し致します。

　地区RLI実行委員会　委員　吉野和弘会員
　　　　〃	 	 　　		宮本茂一会員
　　　　〃	 	 　　		鈴木荘一会員

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西中学校出前教室の写真と生徒さんからのお礼
状	

〈報　告〉
１．12月25日(水)きみつ愛児園のクリスマス会が開催さ
れます。	
当クラブからの出席者は、社会奉仕委員会より茂田
委員長、大森副委員長、内山会長、私（武田幹事）
です。また、サンタ役は茂田委員長、秋元ゆかり会
員、村上会員、です。	
宜しくお願いします。

２．次回例会は、1月6日（月）新年例会です。	
夜間例会となり、点鐘18時です。場所はホテル千成
です。お間違いないようお願い致します。また、17時
15分よりホテル千成にて第7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グループ週報は次週まとめて
回覧します

２．RYLAセミナー開催の案内（申込み締切1月17
日）
３．君津RC、親睦ゴルフ&童子の会の出欠の案内

委　員　会　報　告
青少年奉仕委員会
「RYLAセミナーの参加募集について」

宮嵜　慎委員長
　青少年奉仕委員会の活動の中で大きなウエイトを
占めるのが、RYLAセミナーへの参加であります。
RYLAは「Rotary	Youth	Leadership	Awards」の頭



文字をとったものであり「ロータリー青少年指導者
養成プログラム」と呼ばれており、14～30歳の若
者を対象にして、スキルと人格を養いながら、奉
仕・道徳的基準・平和といった	ロータリーの価値
観を学ぶ機会を提供し、若者が地域において、人と
して指導者として成長していくことの力になること
を目的としております。
　RYLAは、各地域（クラブ単位・地区単位・多地
区合同ごとに、それぞれ独自のプログラムを作成し
て実施されています。当地区においては、長年に渡
り歩行ラリーを教材にして実施しています。この歩
行ラリーを通じて、参加者は寝食を共にする中で、
共に考え、共に議論し、共に検証するといった	一
連の流れの中で、若者はリーダーシップを身につ
け、参加ロータリアンは若者とのコミュニケーショ	
ンスキルを確認することができます。このＲＹＬＡ
を通じ、参加者に「真実とは何か」を考えていただ
き、日常生活の中で知らずに身についてしまってい
る「先入観」「思い込み」「既成概念」などに起因
する間違いに気づき、どう対処すべきなのかを考え
る機会を与えるものです。若者にとり同じ目標のも
とで参加した人たちの中から仲間を増やすことも可
能ですし、交換留学生も参加される予定ですので、
交流を深めていただければと思います。
　当委員会では、数年前より委員会活動予算を増額
していただきましたが、このRYLAセミナーへの参
加登録料補助が大きな目的でありますので、締め切
り日も1月20日まで延長していますので多くの若者
（事業所の中から推薦願います）及び、会員自身の
参加をお願いいたします。

職業奉仕委員会
「周西中学校出前教室の報告」

遠田　祐治委員長
日時：令和元年12月17日(火)
講座：8講座
①「電気をつくる仕事」君津共同火力㈱/原田会員
②「知ってそうで知らない？	鉄のすごさ！」
日本製鉄㈱君津製鉄所/楠原会員

③「水をきれいにする仕事」日鉄環境㈱/赤星会員
④「秘　チャーハンの作り方」
ホテル千成/坂井会員

⑤「病院で働く人」玄々堂君津病院/永嶌会員
⑥「磁気の不思議」㈱MTI/倉繁会員
⑦「溶接でスクラップロボをつくる」
協立工業㈱/中野会員

⑧「情報通信技術と建設業」㈱宮本組/宮本会員

　終わりの会で、大住会員による国際奉仕活動の紹
介、内山会長からのご挨拶を実施しました。また、

生徒および担当の先生からお礼の言葉をいただきま
した。
　武田幹事、早見職業奉仕副委員長、写真撮影小幡
会員、次年度会長エレクト岡野さん、事務局から高
島さん、次回初講師のTEXエンジの方々にも来て
いただきました。ありがとうございました。
次回1/17(金)八重原中です。よろしくお願いしま
す。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子	 本日は夜間例会です！沢山のお客様

来訪ありがとうございます。令和元
年最後の例会を、増やそうロータ
リーの手を合言葉に、共に手をとり
合って楽しみながら来年に繋げてい
きましょう。本日はありがとうござ
います。

武田富士子	 本日、クリスマス君津RC親睦家族
夜会に参加くださりありがとうござ
います。クリスマス会においての
チャリティーオークションを仕切ら
せて頂きますが、ベランメー調と
なってしまいそうです。でもそれが
君津RCだとは思われないで下さい
ませ。他の皆様は穏やかな方々ばか
りです。皆様楽しんで下さい。

高木一彦様	 本日は宜しくお願い致します。
立石泰之様	 会員家族親睦忘年例会に参加させて

頂きましてありがとうございます。
今後も宜しくお願い致します。

窪田　謙様	 本日はクリスマス家族例会楽しみに
しています。宜しくお願い致しま
す。

三浦　勇様	 家族で参加させて頂きました。
藤冨　孝様	 100年バンドをいつもご支援いただ

きありがとうございます。おかげ様
で15年になります。今日は、河合さ
ん、武田さんのお供で来ています。
今後とも宜しくお願いします。

河合　潤様	 君津RCの皆さん今晩は！いつも100
年バンドのご支援をありがとうござ
います。今日は久しぶりに忘年例会
に参加させて頂きました。宜しくお
願いします。

大橋辰美様	 ご無沙汰しております。君津ロータ
リーの盛会誠におめでとうございま
す。今日は久しぶりの家族例会を楽
しませていただきます。

武田まゆみ様	 いつも100年バンドでお世話になり
ありがとうございます！！いろんな



ことが起きた2019でしたが、来年
は皆様にとって素晴らしい年になり
ますよう心よりお祈り申し上げま
す。

猪瀬　　浩	 大分ご無沙汰しております。（今年
ん回目ですみません。）今日はゆっ
くり参加できると思って楽しみにし
ていたのですが、地域の所用で夜間
例会のみの参加となります。こんな
私ですが、今年1年ありがとうござ
いました。また来年も宜しくお願い
します。

黒岩　靖之	 会員の皆様、今年一年お世話になり
ました。来年も宜しくお願いしま
す。来年の2月15日、16日と南房総
市岩井海岸で第43回RYLAセミナー
を開催しますので、参加青少年のご
協力をお願いします。

宮本　茂一	 藤冨さん、河合さん、大橋さんお久
しぶりです。会員の皆様、今年も大
変お世話になりました。来年も宜し
くお願い致します。出前教室お手紙
と写真ありがとうございます。

石川夕伎夫	 大変ご無沙汰しております。今年は
例会にはほとんど参加出来ませんで
した。来年は出席するよう努力しま
す。来年も宜しくお願い致します。

秋元ゆかり	 本日夜間例会楽しみにして来まし
た。宜しくお願い致します。

中野　賢二	 先日の出前教室で周西中1年生にス
クラップロボを作ってやりました。
将来、溶接の出来るような技術者に
なりたい子ーと聞いたところ、今年
は誰も手をあげてくれませんでし
た。あんなに盛り上がったのに…さ
びしかったです。

大森　俊介	 本日のチャリティー皆様ご協力あり
がとうございました。

藪　　　武	 今年はロータリークラブに入会させ
て頂き、仕事関係以外で多くの方と
出会うことが出来ました。この関係
を大切に来年はより良い年にしたい
と思います。

永嶌　嘉嗣	 今月は忘年例会、思う存分楽しみた
いと思います。でも調子に乗って、
自分の出した物をせり落さないよう
に気をつけたいです。

小幡　　倖	 押し詰まりました。ゲストの皆様よ
うこそ君津ロータリーに、ありがと
うございます。年に一度の大イベン

トです。楽しみましょう。
谷口　弘志	 今年最後の例会、皆様この一年は

大変お世話になりました。チャリ
ティーオークション楽しく盛り上げ
ましょう。

倉繁　　裕	 本日、忘年例会、多くのゲストの皆
様、ご出席ありがとうございます。
来年、2020年は不透明感が拭えま
せんが、足元の世界的な株価の好調
さは、好転の兆しの先取りとも言わ
れています。そうなることを願って
いるところです。

村上　　進	 ご来訪の皆様ようこそ君津RC
へ！！今年こそほしい景品を買わせ
て下さい。運営スタッフの皆様あり
がとうございます。

荒井潤一郎	 親睦会の運営スタッフの皆様、楽し
い時間をありがとうございました。
お疲れ様でした。

楠原　義章	 先週の例会でご報告した通り、先週
金曜日に千成さんで部の忘年会を開
催致しました。練習を重ねた余興ネ
タも披露し、無事大ウケ致しまし
た。本日は余興がないので安心して
お酒が飲めます。

大住　昌弘	 昨日は上から2番目の孫娘と一緒に
ランドセルを買いに行きました。カ
ラフルでかわいげな物がずらり…ゴ
ルフのドライバーを買う予算が飛ん
でしまいました。

坂井佳代子	 皆さんこんにちは。本日は2日前に
結婚式を挙げたばかりの新婚ホヤホ
ヤの娘夫婦も参加させていただきま
した。娘の田仲希久子と田仲永和さ
んです。どうぞ宜しくお願い致しま
す。

岡野　　祐	 僕が君津ロータリーに入会した時
は、娘は幼稚園生でした。あれか
ら8年、もう中学生です。昔は可愛
かったけど、見てください！！今も
可愛いです。

原田　健夫	 家族親睦忘年例会に多数のご出席を
賜り、大変ありがとうございまし
た。チャリティーバザー、希望の商
品を落札出来ましたでしょうか？

釼持　純一	 神宮RC加藤様、中野様、毎年参加
いただきありがとうございます。
又、多くのご来賓の皆様ようこそ！
君津RC忘年例会にご参加ありがと
うございます。



大浦　芳弘	 今年もあと1週間ですね。本年のご
指導ご鞭撻に感謝いたします。来年
も会員皆様にとって幸多き一年で
あることを祈念いたします。来年も
ロータリー活動を頑張ります。

懇親会の様子（令和元年 12月 23 日）






