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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆さん、コロナ禍の影響により、3、4、5月と
3ヵ月間の例会の休会がありました。
　又、こうして皆さんのお顔を見ながら例会ができ
ることを大変嬉しく思います。まだまだ東京アラー
トの発令もあり予断ができない状況下にありますが
少しでも私たちの出来ることから始めていきたいと
思います。
　今月は親睦活動月間です。本日新しい会員も増え
ました。これから又ロータリー活動を続けていく際
に、まだまだ続くコロナ禍との共存、対策等を踏ま
えながら、例会及び奉仕活動等の形態も変化してい
くと思います。そんな中でももう一度ロータリーの
目的を考えながら、コロナ禍で困っている会員を助
け合いながら、共に奉仕活動のできるクラブとなり
ましょう。
　コロナが収束したら何がしたい？と聞いたところ
「みんなと一緒にお酒が飲みたい」が一番多かった
そうです。私も同じで皆さんと共にロータリー活動

をして、親睦を深め「手に手つないで」でおいしい
お酒を飲みたいです！
　みなさんコロナに負けず頑張りましょう！

報　　告
１．6月1日(月)第12回理事会が、現・新合同理事にて開
催されましたので、ご報告致します。
①	会計報告　承認
②	スリランカへの寄付について
　新型コロナウィルスの影響で、全土に外出禁止令が
発せられ、食糧の調達が厳しく制約されているとの
ことで、コスモス奨学金より寄付のお願いがありま
した。ご賛同して頂ける方は、本日と次回例会の際
に、回覧しますのでご協力お願い致します。1,000円
でお米16キロ購入出来るそうです。
③	決議審議会クラブ提出決議案については、理事会に
て決議承認されました。
④	駅前の花壇花植えについて、次年度の行事として検
討をして頂きます。
⑤	2019-20年度監査会は6月25日(木)に事務局にて開催
します。
⑥	第23回君津市福祉チャリティゴルフ大会への後援を
承認。委員は、武田幹事を選出。
⑦	7月13日(月)は夜間例会(慰労会)を開催する。詳細は
後日ご案内します。
⑧	青少年交換留学生の受け入れについて
　承認されましたので、受入れの準備を進めます。
⑨	次年度会費について
　今年度例会休会のため繰り越した予算を、次年度上
期会費で還元する。
　1会員、3万5千円の還元となります。
⑩	次年度第1回理事会は7月6日(月)例会前11時30分～
　場所：ホテル千成
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、廣
田会員へ感謝状が届いておりますのでお渡ししま
す。



幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かずさ市民応援団会員証2020(ご自由にお取りくだ
さい／数に限りあります)

３．ガバナー月信(6月号)P7　鈴木会員掲載(地区米山
記念奨学会委員長)

４．ロータリーの友(6月号)　縦組P14　鈴木会員記事
掲載

５．ロータリー手帳(希望者のみ)
	
〈報　告〉
１．新型コロナウィルスの影響で、例会を休会しており
ました第5グループすべてのクラブが例会を再開し
ました。

２．次週例会のプログラムは、次年度タイムです。	
次年度委員長より活動計画を発表して頂きます。
発表した内容は次年度活動計画書に掲載させて頂
きます。内容については既に事務局にご提出頂い
ておりますが、変更がある場合は17日(水)までに事
務局までご連絡下さい。
また、委員長が欠席の場合は、代理の方に発表をお
願いして下さい。宜しくお願い致します。	

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次週より回覧
２．	ハイライトよねやまVol242
３．RI日本事務局財団室NEWS(5月号)
４．コーディネーターNEWS(6月号)
５．THE	Rotarian(英語版6月号)

プ　ロ　グ　ラ　ム
ガバナー補佐挨拶

第5グループガバナー補佐　小川　義則様

　皆さん今日は第5グループガ
バナー補佐の袖ヶ浦RCの小川
義則です。
　まだ顔と名前が一致しないう
ちに1年が経ってしまいました。
　内山会長・武田幹事はじめ
ロータリークラブにとって大変
な1年間でした。前半は台風が来
て、まだ片付けが終わっていな
いのに、今度のコロナウィルスでロータリー活動以外
のことで振り回された1年でした。でもまだ終わっては
いません。
　諸岡ガバナーは、新年度がスムーズにスタート出来
るように、会長はじめクラブ全体で協力することお願

いしてください、また例会及びIMなどの行事が中止
になり、予算に余裕が出た場合どうか奉仕の方に、充
てるように言っていました。普段と違った新年度のス
タートを切る、荒井会長・福田幹事先の見えない年度
ですがよろしくお願いします。
　大した事も出来ないガバナー補佐でしたが皆様方の
協力と、ご指導に感謝いたします。ありがとうございま
した。

入会者紹介
日鉄環境(株)君津副支店長　伊藤　彰様

紹介者　大浦　芳弘会員

　こんにちは！5月より君津ロータリークラブに新しく
入会となります伊藤様を紹介させて頂きます。
　伊藤様は、この4月より日鉄環境株式会社の君津支
店副支店長に就任されております。
　君津ロータリークラブには、同じく日鉄環境株式会
社の現会員である赤星会員の後任として入会されるも
のです。
　伊藤様は、北海道大学を卒業後に新日本製鐵株式
会社に入社され、現在は富津に立地しておりますが、
伊藤様が入社当時には八幡に立地しておりました設備
エンジニアリング部門でご活躍の後に、君津製鐵所に
転勤となり、君津在勤中に当地にご自宅も構え、現在
に至っております。
　君津製鐵所では、水道技術者として活躍されると共
に、所の中枢でもある生産技術部門、その後は水道を
含めたエネルギー全般を担当する部署にて活躍されて
きました。
　以上、略歴を紹介させていただきましたが、君津製
鐵所での勤務は20年以上になるものの、地域の団体
等に所属しての活動はほとんど未経験であり、ロータ
リークラブも初入会となります。
　伊藤様は、製鉄所エネルギー部門では、私の後輩と
もなりますので、優しくご指導いただきますようよろし
くお願い申し上げます。

日本生命保険相互会社　営業部長　梶山　健次様
紹介者　黒岩　靖之会員

1.名　　前　梶山健次　（日本生命保険相互会社）
2.生年月日　	昭和46年9月13日生まれ
3.出	身		地　大阪府
4.住　　所　奈良県(現在は単身で木更津市にお住い)
5.家族構成　妻、長女、次女
6.最終学歴　龍谷大学
7.職　　歴　平成6年、日本生命保険相互会社に入社
　　　　　　姫路、奈良、大阪、埼玉県熊谷支店勤務
　　　　　　令和2年4月から君津支店勤務



8.そ		の		他　詳細は自己紹介時に

黒崎播磨(株)　営業本部　
第一営業部東日本支店副支店長　大森　敏隆様

紹介者　遠田　祐治会員

　テツゲン遠田です。この度、藪さんにかわり入会さ
れます、黒崎播磨㈱	東日本支店	副支店長	君津営業
所長　の大森敏隆(おおもりとしたか)さんをご紹介さ
せていただきます。
　大森さんは、1970.10.1生まれ	今現在49歳(今年50歳)
になられます。出身は兵庫県、相生市です。ご本人い
わく、人口2万9千人ながら、一応新幹線が止まるとい
うことです。
　ご家族は、奥様と息子様が2人。もうおふたりとも成
人されておられるそうです。ただ、ご家族は愛知県東
海市におられ、単身赴任とのことです。
　最近、体重が増えてきたので、愛知にいる時にジム
に通い、なんとか維持しようとしていましたが、今、こ
のコロナで、君津でジム通いもできず、体がなまった
状態とのことです。
　コロナが落ち着き、早く、ロータリークラブの皆様を
はじめ、君津の地になれ、単身赴任をエンジョイしたい
と思っておられるとのことです。
　皆様、是非誘っていただきお友達になっていただけ
ればと思います。

日本製鉄(株)東日本製鉄所総務部
君津庶務室長　小関　常雄様

紹介者　大浦　芳弘会員

　こんにちは！この5月より君津ロータリークラブに新
しく入会となります小関様を紹介させて頂きます。
　小関様は、日本製鉄株式会社の楠原会員の後任とし
て入会されるものです。
　小関様は、関西学院大学をご卒業後、新日本製鐵株
式会社に入社され、君津製鐵所に配属され現在に至っ
ております。
　製鉄所では、鉄の製造プロセスそのものの改善等を
担当するプロセス技術者として活躍された後に、容器
包装リサイクル法の施行に伴う製鉄所におけるプラス
チックリサイクルを推進するプラスチックリサイクル室
長を務められました。
　その後、製鉄所の環境及び防災を管理管轄する環境
防災管理を担当され、5年前からは、総務に異動され渉
外業務を担当されています。総務では、渉外を担当さ
れていますので、ロータリークラブ会員の皆様の中に
も、とっても深いお付き合いのある方々が多数いらっ
しゃるのではないかと思います。
　以上、略歴を紹介させていただきましたが、この4月

からは君津庶務室長に就かれており、渉外業務に加え
製鉄所の庶務全般を担当されることになっています。
総務の渉外をご担当と紹介しましたが、小関様にとっ
ては幸か不幸か推し量りかねますが、5年前に私の後を
継いでの渉外担当となって頂いたという経緯でござい
ます。
　小関様にとって、ロータリークラブの会員は始めて
のことになりますので、よろしくご指導の程お願いしま
す。

入会式
内山貴美子会長

委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
私の誕生日・記念日
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ク ラ ブ 協 議 会
活 動 報 告
SAA活動報告

佐々木　昭博会員
　先ずは活動方針にあります、会場監督として例会
場の品位を保つよう努める。例会が秩序正しく運営
され、楽しい雰囲気の中でより良い交流が図れるよ
うに、例会運営に努める。という部分は上期下期共
に守れたと思います。
次に活動計画ですが、

・点鐘30分前までに準備を完了する、について
　も、責任感の強い副SAAの皆さんのおかげで、
　ほぼ1時間前には準備完了が出来ておりました。
・会長・幹事の意向に沿った例会運営も出来ていた
　と思います。
・例会プログラムに沿って遅延無き進行に努める
　についても、5分程度オーバーした事は有りまし
　たが、ほぼ出来ていたと思います。
・各委員は司会担当表をもとに、各自が責任を持っ
　て順番に進行を行えました。
・来訪者・お客様の確実かつ親切な誘導も大まか出
　来ていたと思います。
・例会でのお楽しみ席替えクジは、毎例会ごと違う
　プレゼントを準備して、しっかりと実行できまし
　た。
・今までの伝統を守り君津RCらしい例会運営も出
　来ていたと思いますので、残り最後の例会もしっ
　かりと努めて行きたいと思います。

クラブ管理運営委員会
中村　圭一委員長

　「各委員会活動への支援と
協力と、各委員会諸活動への
提言、提案を行う」ことを目
標としております。
　上期は各委員会活動に対す
るはかばかしい貢献を果たす
ことが叶っておりませんでし
たが、下期は12月のクリスマ
ス募金活動において存在感を
出すべく健闘いたしました。
　令和2年の年明け以降は2月半ばから武漢ウィル
ス騒動が顕在化してくる中、緊急事態宣言発令以降
は各クラブにおける諸活動も停止を余儀なくされま
した。
　荒井年度においてはコロナ後の社会情勢にしっか
り対応した活動展開が円滑に進みますことを祈念
し、報告に代えさせていただきます。

親睦委員会
大川　裕士委員長

　この1年間、年度当初に活動
方針のもと立てました活動計
画(親睦とプログラム)に基づき
活動してまいりました。
　上期活動としましては、基
本の受付活動からニコニコ
BOX、出席率発表、誕生日、
私の記念日発表と委員の皆様
の相互協力のもと、例会進行
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永嶌　嘉嗣

11.
59.
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S.

6月の私の記念日



にご迷惑かけることもなく順調に出来たと思いま
す。
　会員の皆様のご協力のもと9月の姉妹クラブの甲
府東RCとの合同例会・交流会、12月の会員・家族
親睦忘年会も滞りなく行なうことが出来ました。
　下期の活動としましては、担当の会員卓話9回の
内6回と上総RCとの合同夜間例会が中止となりまし
た。
　その会員卓話は次年度に引継いでいただければと
考えます。
　全ての計画を実行することは出来ませんでした
し、どれだけ活動方針に沿って計画、活動出来たか
至らぬ点は多々有り反省するところですが、内藤副
委員長始め委員の皆様、会員の皆様には1年間親睦
活動にご協力頂きましたこと、不出来な委員長を支
えて下さいましたことに感謝申し上げます。

会員増強委員会
荒井　潤一郎委員長

　当クラブ委員会は、運営方
針に基づき、会員総数を、純
増1名、また現会員数の維持、
と言う活動方針のもと、下記
の活動計画を実施しにくい状
況の中、計画どおりには活動
できず、純増1名は出来ず、現
会員も1名退会となってしまい
ました。不甲斐ない結果で申
し訳ありませんでした。

ロータリー情報委員会
鈴木　荘一委員長

　今回のコロナ騒動で下半期
の活動がままならない中、
ロータリー情報委員会として
地区やクラブの情報発信を出
来ず大変申し訳ございません
でした、次年度以降はこうし
た事態の中ではクラブ会長、
幹事、そして広報委員会とも
連携してロータリー活動が身
近に感じられるように努めていきたいと思います。
　活動計画にある2.3部分については地区の活動が
ほぼほぼ中止延期となりました。一部の事業(RLI
研修会)については次年度に回ったようですので引
き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いしま
す。殊に一年ご協力いただきました、隈元委員、永
嶌委員はじめクラブの会員皆様有難うございまし
た。

公共イメージ向上委員会
谷口　弘志委員長

１．年間活動計画に対する活動実績について
＜計画＞
クラブホームページの内容をより良いものに充実さ
せながら、会員、更には地域の閲覧者の増加を図
る。

＜実績＞
ホームページについては前年度より充実に努めて来
た。今年度は特筆すべき改善は出来なかったが、事
務局のお力により、内容の充実した週報のアップ
ロードが堅実に行えた。閲覧者増加に向けた更なる
改善については次年度の課題として引き継ぎたい。
※ｱｸｾｽｶｳﾝﾀｰ：13,763(2019.12.8)	→	16,511(2020.6.4
現在)；＋2,748／6ヵ月
＜計画＞
地域メディアの活用や市の広報への働きかけを通じ
て、活動内容について地域社会の認識を高める。
＜実績＞
地域メディアである新千葉新聞社、千葉日報社への
情報発信は出来なかったものの、その代わりに産業
新聞、鉄鋼新聞(1月22日号)の記事に「出前教室」
を取り上げて頂いた。
<計画＞
クラブ活動内容について、｢ロータリーの友｣、或い
は地区ロータリーホームページへの掲載を図る。特
に国際奉仕活動については特集記事の掲載を試み
る。
＜実績＞
当クラブの国際奉仕活動についての特集記事を、
「ロータリーの友」に掲載することを検討したが、
新型コロナ禍の影響などで活動が制約され実現でき
なかった。本件については次年度へ引き継ぎたい。
＜計画＞
例会、クラブ活動内容について、情報確保に努め、
会報の作成、同内容の充実を図る。当委員会が協力
して、輪番制を原則としつつ、これにあたる。
＜実績＞
例会の会報については、当委員会の各委員が輪番で
作成・校正作業を滞ることなく進め、事務局と連携
しながら週報の内容の充実に努めることができた。
＜計画＞
「ロータリーの友」の記事内容について、当委員会
委員持ち回りにて、各月例会において紹介する。
＜実績＞
毎月の例会で「ロータリーの友」の記事を、当委
員会の各委員が工夫を凝らしながら紹介し、内外
のロータリアンの活動の広報に努めた。実績は7月
～2月までの8回を計画通りに委員持ち回りで実施



し、残る4回は新型コロナ禍の影響により中止とし
た。
＜計画＞
地区各クラブと協同して、オリ・パラ情報の集約、
発信を企画する。
＜実績＞
オリ・パラに関しては、開催延期となった為に今年
度の活動実績は無い。
２．次年度委員会への提言
今年度の活動実績の総括で残件となった①クラブ
ホームページの充実(URLの修正含む)、②国際奉仕
活動についての「ロータリーの友」への記事掲載、
　③オリンピック・パラリンピックに関する情報発
信等、については次年度の委員会において引継ぎ事
項として再検討して頂きたい。

奉仕プロジェクト委員会
荒井　潤一郎委員長

　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕の4
委員会が連携と活動をサポートする役割ですが、委
員会として大したサポートはしていませんが、活動
しにくい状況の中それぞれの委員会が、それなりに
奉仕活動を実行していただいたと思います。

国際奉仕委員会
大住　昌弘委員長

１．本年度の国際奉仕委員会の活動計画の骨子は下
記の3点。
①スリランカの水環境の悪い地区の小学校を中心
に、子供たちに浄水器を送る。
また、君津市の近郊の小中学校の生徒に我々のこう
した活動やスリランカの水事情についての理解活動
を進める。
②上記のような活動やロータリークラブの人道支援
等国際奉仕活動について、公共イメージを向上させ
るため、枝豆収穫祭等の機会を通じてＰＲ活動を行
う。
③君津市国際交流協会への協力支援、同協会主催の
行事への参画を行う。
２．スリランカの子供たちへの浄水器の贈呈につい
ては、近隣の小中学校への理解活動も含め、今年度
の地区補助金のプロジェクトとして認定された。
(1)スリランカの子供たちへの浄水器の贈呈
　毎年贈呈している浄水器について、本年1月にコ
スモス奨学金の奨学金授与式にあわせて、スリラン
カを訪問し現地での使用状況を調査した。昨年贈呈
した小学校では、フィルターのメンテナンスもしっ
かり行われており、浄水器に入れる水についても子
供たちができるだけきれいな水源から取り込んでお
り、管理状態も良かったので安心した。校長先生か

ら感謝の意を表明され、必ずしも全てのクラスにい
きわたっていないということで浄水器の追加を要望
された。
　ただ、簡易浄水器では農薬や塩分の多いスリラン
カ北東部の水に対してあまり有効でなく、逆浸透膜
(RO膜)を使った浄水設備の必要性を痛感し（現地
の人も有料でその水を購入している)、コスモス奨
学金と相談し、今年度の地区補助金についてRO膜
浄水機に使途を変更することとした。　
　帰国後、地区補助金委員長に了解を得、コロンボ
ロータリークラブに設置検討を依頼し、北中部州の
候補地を特定した。ただ、世界的な新型肺炎の流行
から現地でも調査が中断してしまい、地区補助金の
実施スケジュールに間に合わないことから規模を縮
小しコスモス奨学金への寄付とした。(カートリッ
ジ交換用として会員から頂いた募金29万円と合わ
せて59万円)たくさんの方から浄水器のカートリッ
ジ交換用の募金ありがとうございました。コスモス
奨学は現状、命をつなぐ食糧支援に躍起となってお
り、次年度活動になると思われるが、現地も一段落
したら、お寺の支援体制等を確立し、皆さんのお気
持ちを実現するよう進めていきたい。
　尚、コロンボRCでのRO膜浄水機検討案件につい
ては来年度に引き継ぐ予定。
(2)君津市立小中学校生徒への理解活動
・スリランカ関連の図書贈呈と君津ロータリークラ
ブの活動紹介とスリランカプロジェクトの説明
　前回報告以降の活動
①12/20(金)周東中学校生徒会役員4名、校長先生と
の懇談
②出前教室でのスリランカプロジェクト説明　
1/17(金)八重原中学校(内山会長による)、2/7(金)周
西小学校
３．君津市国際交流協会とは、事務局長と数度懇談
し、同協会に関わるスリランカ関係者と意見交換を
行った。2/17(月)の例会にて、スリランカからの留
学生2名も参加し、卓話いただいた。
４．コスモス奨学金からの要請もあり、スリランカ
では新型コロナ感染症の影響で食糧支援が必要な
為、6月中の例会(2回)にて募金活動を実行する。　



社会奉仕委員会
茂田　秀和委員長

１．12月に実施されるきみつ
愛児園のクリスマス会への支
援活動の実施。
　　→12月25日実施。
２．周西中学校生徒による君
津駅前花植え事業の実施(10
月、5月予定)
　　→10月28日(周西中1年生)
　　　実施。　
　　→5月25日(周西中新3年生)中止。
→次年度花植えを中学生と共にできるか検討が
　必要。

３．地域に対し、ロータリー活動の理解を深めるた
めの枝豆収穫祭を実施。
　　→10月12日予定を台風のため中止。畑は返
　　　却。
４．クリスマス例会にて、歳末チャリティーを実
施。
　　→12月23日実施。社会福祉協議会に10万円寄
　　　付。
５．地域の安心安全を考えるための機会として、君
津警察署ご協力による卓話の実施。
　　→9月2日実施。君津警察署交通課	課長	高橋智
　　　典様による卓話。
６．100年バンドによる福祉施設慰問活動への支援
の実施。
　　→中止。
ロータリークラブ的な社会奉仕活動とは“何”をする
べきなのかを改めて考える時期に来ていると考えま
す。現在の状況では事業を増やすことが難しい。

職業奉仕委員会
遠田　祐治委員長

　今年度予定していた周西中1年生、八重原中1年
生、周西小6年生への出前教室を予定どおり実施す
ることができました。
　今年は、従来から講座を担当していただいている
原田会員、楠原会員、赤星会員、永嶌会員、宮本会
員には3回、倉繁会員、中野会員、遠田には2回、
坂井会員、黒岩会員には1回、さらに新たに谷口会
員にも1回講座を担当していただきました。また会
長をはじめ多くの会員に参加していただきました。
　八重原中学の出前教室の様子については、鉄鋼新
聞、産業新聞にも掲載されました。また、今年度は
国際奉仕委員会にも参加していただきロータリー活
動の一端を紹介させていただくこともできました。
　さらに予定外でしたが、君津生涯学習センターで
行われた周西南中1年生対象のキャリア教育にも楠

原会員にお願いし講師を派遣することができまし
た。
　皆様のご協力大変ありがとうございました。
　出前教室を実施した学校の生徒からは、感謝の手
紙もいただいています。大変有意義な活動だったと
思います。次年度以降も会員の皆様のご協力、よろ
しくお願い申し上げます。

青少年奉仕委員会
宮嵜　慎委員長

　活動方針	私たちロータリ
アンは、青少年に対してロー
タリーの考え方や精神を理解
していただけるように、彼ら
の模範となれるように行動を
しなければならない。また、
プロジェクト企画立案をした
り参加する場合には、「国際
ロータリーの青少年と接する
際の行動規範に関する声明」や「ロータリー青少年
保護の手引き」を念頭に行動する。
	下期活動報告	
１．青少年指導者育成プログラム(RYLAセミナー)
への参加
日　時：2020年2月15日(水)、16日(木)	
場　所：岩井海岸　甚五郎	　
参加者	青少年：(株)徳山ビルサービス3名
会　員：宮嵜会員　実行委員：黒岩実行委員長　内
藤委員　
	２．5月23日(土)、24日(日)と君津市少年野球大会
「君津ロータリークラブ杯」の協力・支援を予定し
ていましたがコロナウィルス感染症防止のため、中
止となりました。

ロータリー財団委員会
坂本　直樹副委員長

　ロータリーの「奉仕の理念」に基づき、各種奉仕
プロジェクトの実践を「寄付」を通じて財政的にサ
ポートするのがロータリー財団の役割となっており
ます。
　今年度は、財団の役割・活動を深く理解して頂く
為の卓話の実施など、情報発信の面で反省の残る点
はございましたが、1,000米ドル以上の寄付を頂い
た方へのポール・ハリス・フェローの認証について
は、武田幹事・岡野会員が新たに認証され、内藤会
員・荒井会員がマルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローに、内山会長・大川会員は2度目のマルチプ
ル・ポール・ハリス・フェローと、皆様のご協力を
いただき拡大することが出来ました。



　また、当2790地区の重点強化ポイントでもあり
ました年次基金寄付に関しましても、1年を通し会
員皆様のご協力を頂き誠に有難うございました。

米山記念奨学会委員会
川名　正志委員長

本年度　活動方針
当委員会では、米山奨学会事業の目的と活動の理解
の推進、又米山奨学生を卓話に招くと共に、将来の
日本との懸け橋となれる様に有意義な活動を行う。
活動計画
1.本年度の活動報告と致しまして、会員のご理解と
ご協力により米山奨学金15,000円を達成致しまし
た。
廣田二郎会員・鈴木荘一会員より特別寄付を頂きま
した。

2.本年度は米山奨学生の受け入れをしましたが、コ
ロナウィルス感染防止の為数カ月の例会が中止とな
り十分な交流をする事が出来ませんでした。
会員皆様のご協力に感謝いたします。ありがとう御
座いました。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子　　小川ガバナー補佐、鈴木幹事本日は

来訪ありがとうございます。1年間
お世話になりました。伊藤様、梶山
様、大森様、小関様、本日は入会お
めでとうございます。暗いニュース
が多い中、新しい仲間として入会し
て頂き、これから楽しいロータリー
活動を続けていきましょう。

武田富士子　　新型コロナウィルスの影響で例会を
休会しており寂しかったです。久々
で皆様とお会い出来た事が一番です
ね。我社でも他に比べ影響は少ない
と思いながらも厳しいものがありま
す。本当大変です。皆様方もコロナ
に負けずに頑張りましょうね。皆様
の笑顔すてきです。

小川　義則　　1年間ありがとうございました。
小関　常雄　　本日、入会することになりました。

宜しくお願い致します。
伊藤　　彰　　今日よりお世話になります。今後と

も宜しくお願いします。
梶山　健次　　本年度より入会致しました。梶山で

す。君津ロータリークラブのメン
バーとして精一杯貢献させて頂きま

す。
大森　敏隆　　はじめまして。大森と申します。今

後、宜しくお願いします。
荒井潤一郎　　祝、例会再開。誕生祝い、ありがと

うございました。
中村　圭一　　久々の例会開催おめでとうございま

す。さて、新しい生活パターンを身
につけねばなりません。手指の消毒
に加え、顔を洗う事も推奨されてい
ます。居酒屋のお絞りで顔を拭いて
ひんしゅく買っておじさん達は、新
しいパターンを先取りしていたんで
すね(笑)

佐々木昭博　　3ヵ月ぶりの例会！その間で例会出
席表示板の修繕をやらせて頂きまし
た。名前が表示されている部分のス
テンレスがピカピカになったの気が
付かれましたか？それと私の記念日
と誕生日、ありがとうございまし
た。

坂井佳代子　　皆さんこんにちは！！小川様、鈴木
様、来訪ありがとうございます。久
しぶりの例会です。皆さんの元気な
お顔を拝見でき、嬉しいです。誕生
祝い、私の記念日で頂きました。あ
りがとうございました。

廣田　二郎　 誕生プレゼントありがとうございま
した。奨学生のフーチン君に第２子
(次男)誕生。(5月26日)奨学生のふっ
君が6月8日より大阪勤務となりまし
た。

黒岩　靖之　　伊藤様、小関様、大森様、梶山様、
入会おめでとうございます。これか
らロータリー活動、一緒に頑張りま
しょう。小川G補佐、鈴木幹事、ご
来訪ありがとうございます。

宮本　茂一　　会員の皆様、お久しぶりです。コロ
ナで多大なる影響を受けて仕事をさ
れている会員の皆様、本当に心が痛
みます。

鈴木　荘一　　皆さんのお元気な顔を見れて嬉しい
です。誕生日プレゼントありがとう
ございました。

篠塚　知美　　伊藤会員、小関会員、梶山会員、
入会おめでとうございます。宜しく
お願い致します。本日は、誕生日の
お祝いをして頂きまして、誠にあり
がとうございます。とても嬉しいで
す。コロナショックで皆さん大変だ
と思いますが、気持ちを1つにして



協力し合いながら、乗り切りたいと
思います。

谷　　浩司　　久しぶりの例会で会員の皆さんの顔
を見れた事と、大変涼しい例会場の
ホテル千成さんに来れた事、自然と
心が"うきうき"してしまいます。し
かし、新型コロナウィルスの脅威が
無くなった訳ではありません。どの
ように行動する事が良い事なのかを
考えていき、これからの時代に合わ
せていきたいと思います。

芝﨑　　均　　会員の皆様との再会を楽しみにして
いました。

大浦　芳弘　　リーマンショック前後で大きな変化
を経験しましたが、今回のコロナも
ありそうですね。備えねばと思って
いますが…

早見　秀一　　久しぶりの例会を楽しみにしており
ました。会長、幹事の気苦労をお察
し致します。本日、お越し頂きまし
たお客様、君津RCを宜しくお願い
申し上げます。新入会員の皆様、と
もにロータリークラブを盛り上げて
いきましょう。

内藤　智介　　皆さん、お久しぶりです。自粛中
の運動不足ですっかり太ってしまい
ました。子供の任天堂スイッチで
フィットネスに励んでいます。皮肉
な事に新型コロナで会社も任天堂状
態です。

平野　寛明　　コロナウィルスに気を付けて、これ
からも活動頑張ります。

茂田　秀和　　記念日のお花頂きました。ありがと
うございます。ここのところ、指一
本でポチっとする買い物に慣れてし
まい、連日届く品物を同様に受け
取ってしまいましたが、カミさんか
ら今度は何を買ったのかと怒られそ
うになりましたが、喜んで頂きまし
た。

別府　明人　　皆様、お久しぶりです。お顔を見れ
て嬉しいです。

中野　賢二　　私が関係している「七夕まつり」や
「会議所の旅行」も中止になり、自
分なりに地域に貢献しようと、携帯
消毒セットの配布を行いました。既
に320セットを配りました。

大川　裕士　　ご無沙汰です。皆様、お変わりなく
安心しました。私の記念日、お花あ
りがとうございました。小川様、鈴

木様、来訪ありがとうございます。
新入会員の皆様、宜しくお願い致し
ます。

内山　雅博　　皆さん！お久しぶりです！お元気な
姿に再会出来て良かったです。誕生
祝いありがとうございました！

宮嵜　　慎　　皆様、お久しぶりです。記念日のお
花ありがとうございました。

村上　　進　　皆様、こんにちは！伊藤様、小関
様、梶山様、大森様、君津ロータ
リークラブへようこそ！！今後とも
宜しくお願いします。私の記念日の
お花ありがとうございました。

永嶌　嘉嗣　　久しぶりの例会、楽しみにしており
ました。皆さん、お元気でしたか？
私も何とか元気にやっております。

秋元ゆかり　　皆様、お久しぶりです。3ヵ月振り
の例会、とても嬉しいです。3月に
初孫も生まれて、毎日癒されていま
す。

坂本　直樹　　長い間の休会でしたが、またこうし
て皆様にお会い出来て嬉しく思いま
す。コロナ対策、油断せず続けてい
きましょう。

髙橋　雄一　　伊藤様、小関様、梶山様、大森様、
入会おめでとうございます。久々の
例会、楽しみにしてきました。早く
コロナが収束しますように！！

谷口　弘志　　先週金曜日に、新型コロナ禍の影響
によって遅れに遅れての支店入社式
を開催しました。約60人規模であ
り、3密排除、ソーシャルディスタ
ンス2mを確保するという条件を満
足する為に、広い保全工場内での開
催となり、新入社員のスーツ姿と工
場内の景観のアンマッチが印象的で
記憶に残る入社式でした。

原田　健夫　　新型コロナ対応、本当にお疲れ様で
す。在宅勤務に関する当社のITレ
ベルは確実に向上しました。

大森　俊介　　皆さん、久しぶりです。本日、四
つのテストをさせて頂きました。あ
りがとうございました。1日でも早
く、従前の日常が戻る様、努めてい
きます。

隈元　雅博　　2790地区第5グループ	ガバナー補
佐	小川義則様、幹事	鈴木貴志様、
本日はお忙しい中ご来訪ありがとう
ございます。また、本日ご入会いた
だきました、伊藤様、梶山様、大森



様、小関様、ようこそ君津ロータ
リークラブへ。我々も世の中も大変
な時期ですが、地域の為、世界平和
の為、共にロータリー活動を頑張っ
てまいりましょう！

秋元　政寛　　本日、例会が再開し、参加出来てい
ることに感謝します。

遠田　祐治　　昨日、かずさマジックは久々のオー
プン戦でJR東日本に快勝しまし
た。テツゲンの新人吉田選手もホー
ムランで勝利に貢献しました。これ
からも頑張って応援していきます。

大住　昌弘　　久しぶりの例会で皆さんにお会い出
来て嬉しいです。コロナの確実な治
療法の確立やワクチンの普及まで、
高リスクは付きまといますが、お互
い助け合い励まし合って乗り切りま
しょう。

倉繁　　裕　　想定を超えた新型コロナウィルスの
影響、未だその影響の収束までの道
筋が不透明ですが、感染防止対策を
行いながら、通常の活動に戻りつつ
ある、今週の感染発生者数が、増加
しないことが重要なポイントと思わ
れます。皆様、体調第一、ご自愛く
ださい。

川名　正志　　早退致します。
福田　順也　　私の記念日、お花ありがとうござい

ました。

退会者の挨拶（3～5月）
君津ロータリークラブの皆さまへ

吉田　雅彦会員
　日本生命の吉田でございます。皆さま方に於かれ
ましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げま
す。
　この度の、人事異動に伴いまして、私が遂に転
勤となってしまいました。新任地は、同じ千葉県
の成田支社成田エアポート営業部となります。弊社
では、年に一度の定期異動が3月25日付でございま
す。
　また、通例ですと、各営業部を担当する営業部長
職は、大半が2年で転勤になりますが、私は他の人
の倍の4年間も担当させて頂き、君津ロータリーの
皆さま方とも4年の月日を共に過ごさせて頂きまし
た。君津のことを全く知らない私を温かく迎えて頂
きまして、皆さま方には感謝の念しかございませ
ん。君津ロータリーでの活動を通じて、地域のこと
を中心に様々なことを学ばせて頂き、家族共々楽し

ませて頂きました。また、仕事面におきましても、
全国で一番大きな営業部にすることが出来ました。
未曾有の台風大雨災害も乗り越えることが出来まし
た。
　4年間を振り返りますと、悲喜交々様々ですが、
やはり倍の思い出がいっぱいで、眩しくて振り返れ
ないほど印象に残る思い出ばかりでした。後任に
は、熊谷支社熊谷営業部から「梶山健次」という者
が参りますので、私同様のお引き立てを頂きますよ
う何卒宜しくお願い申し上げます。
　新コロナの関係で、3月の例会も休会となり皆様
方に直接ご挨拶できない中、会社や周囲の方々の送
別会も全て中止の中で旅立つのは痛恨の極みでござ
います。ロータリー活動としては、十分な奉仕活動
が出来なかったのが心残りでありますが、新任地に
おいても成田コスモポリタンへの入会の噂もあるよ
うで、引き続き自分にできることを全力で取り組ん
でいく所存でおります。
　4年間本当にお世話になりました。本当に有難う
ございました。末筆になりましたが、君津ロータ
リークラブの益々のご発展と皆様方のご健勝を心よ
りお祈り申し上げます。
　

君津ロータリー退会にあたり
赤星　哲也会員

　日鉄環境株式会社君津支店の赤星です。この度諸
事情より、君津ロータリーを退会することになりま
した。また4月より日鉄環境株式会社君津支店副支
店長伊藤彰が君津ロータリーメンバーとなる予定で
す。
　私、2018年7月から君津ロータリーに加入させて
いただきました。わずか2年弱での退会となり、な
にか後ろ髪を引かれる思いでいっぱいです。諸先輩
の皆様のご指導により、地域でのボランティア活動
をさせていただきましたが、本当に不十分な結果に
終わったと後悔の念に堪えません。
　そのような中、私のロータリーメンバーとして思
い出に残る活動は、出前教室です。中学生、小学生
のあの活き活きとした輝く目が本当に忘れることが
できません。少しでも子供たちの将来の職の選択の
一助になってもらえたのであれば、私としては本当
に幸せです。
　これから、千成さんのあのおいしいランチがもう
食べられないかと思うととても寂しくなります。
君津ロータリーの皆さま、ますますのご活躍を祈念
しいたします。



退会のご挨拶
楠原　義章会員

　この度、4月1日付の社内組織改編・人事異動に
伴い、4月7日付で君津ロータリークラブを退会致
します。2019年4月に入会させて頂いてから1年間
という短い期間ではありましたが、皆様には大変お
世話になりました。ありがとうございます。
　また、新型コロナウィルス感染症対応もあり、皆
様に直接お会いしてご挨拶することが叶わず、書面
でのご挨拶のみとさせて頂きますこと、何卒ご容赦
願います。
　私の後任は「小関常雄」と申します。弊所で長く
渉外業務を担当しておりますので、ご存じの方も多
数いらっしゃるかと存じます。引き続きのお付き合
いを宜しくお願い致します。
　また、私は4月に発足した弊社「東日本(ひがし
にっぽん)製鉄所」の総務部長として、君津、鹿島
(茨城県鹿嶋市)、釜石(岩手県釜石市)、直江津(新潟
県上越市)の4つの生産拠点を束ねる役割を担います
が、居所は引き続き君津にありますので、皆様とも
お会いする機会があろうかと存じます。その際は是
非変わらぬお付き合いを宜しくお願い致します。
　最後に、君津ロータリークラブ、並びに会員の皆
様が現下の難局を克服され、より一層ご繁栄されま
すことを心より祈念致しまして、退会のご挨拶とさ
せて頂きます。


