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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　こんにちは。大変ご無沙汰をしていました。
　緊急事態宣言が解除され、こうして皆さんとお逢
い出来、ホッとした気持ちです。今日、宣言が解除
されたものの、状況はあまり変わっていないような
気がします。引き続き、コロナに負けない体質、企
業の体制づくりを心がけたいと思います。
　また、休会中にメールなどで色々とご報告をさ
せて頂きましたが、その中でも大きな変化は、第
2790地区グループ再編成の延期です。関係する
方々が色々と考え、提案をした結果ですが、原因は
話し合いが足りなかっただけだと推測します。会話
は、仕事も、私生活も、何をするにも絶対必要で、
大切だと思います。昔から言われている、「報告・
連絡・相談」ほうれん草の実行はすごく大事です。
ほうれん草が出来ていないと事が進まず、コミュニ
ケーションも上手く取れません。
　ちなみに弊社は「ほうれん草のおひたしだね」を
確実に実行するように心掛けています。ですが自分
も含め、みんなが確実に出来ているわけではありま
せん。生きて行く中で、家族・会社・友人等、人は
一人ではなく、みんなと会話をしながら生きている

と思います。何をするにも、会話をする事の大切さ
を感じています。
　また次回の例会から、このような時だからこそ
ロータリーの基本理念を自分自身も学ぶためにも、
話をさせて頂きます。
　ロータリー活動もコロナ禍で、様々な変化があり
ましたし、これからもあると思いますが、今後も皆
様と会話・連絡を取りながら変化に対応して行きた
いと思いますので、ご指導・ご理解・ご協力を宜し
くお願いします。

報　　告

１．1月30日(土)に補助金管理説明会が開催されま
　　した。出席された岡野会長エレクト、佐々木副
　　幹事、次年度Ｒ財団委員長の平野会員、お疲れ
　　様でした。
　　
２．4月7日(水)より、テレビ東京にて阿部輝彦会員
　　の手掛ける番組がスタートするそうです。毎週
　　水曜日21時54分～22時までの6分間、「Dの施
　　律　ダンスと映画と音楽と」ぜひご覧になっ
　　てみて下さい。

3．2月8日に宮嵜会員にご子息が誕生しました。
　　おめでとうございます。

4．4月から米山奨学生のカウンセラーとして廣田
　　会員に委嘱状及びハンドブックが届いておりま
　　すのでお渡し致します。

委嘱状：米山奨学生カウンセラー 廣田二郎会員



５．2月9日、第9回理事会が書面にて決議承認され
　　ました。また本日、第10回理事会にて決議承認
　　された内容を合わせてご報告致します。
　　①1月及び2月の会計報告は、問題なく承認さ
　　　れました。
　　②4月以降の例会開催方法について
　　　4月中は食事に関しては、点鐘後に食事タイ
　　　ムを実施します。
　　③4月17日の甲府東RCとの合同例会を開催し
　　　ます。大型バスを手配して密を避けての開催
　　　です。但しコロナウイルス感染拡大状況に伴
　　　い変更の可能性もあります事をご了承下さい。
　　④5月10日の移動例会について
　　　5月10日の地区大会を移動例会と予定してお
　　　りましたが、中止となり通常例会を開催します。
　　⑤5月24日の駅前花壇花植え作業について
　　　中学校の体育祭が6月になり、練習準備と重
　　　なるため再度中学校と調整中。　
　　⑥3月末付けで、谷口会員、小川会員。4月5日
　　　に、村上会員が異動のため退会されます。後
　　　任に日鉄テックスエンジ(株)君津支店長の玉
　　　作朋之様、吉川工業(株)君津支店長　山内雅
　　　夫様、徳山ビルサービス(株)常務　折田勝
　　  彦様、が推薦されました。後日、会員の皆様
　　　より承認を頂きます。また谷口副会長の後
　　　任は、今年度は空席とします。村上社会奉
　　　仕委員長の後任には、副委員長の内山雅博会
　　　員に代理をお願いします。
　　⑦事務局の制服購入について
　　　着用7年目となり損耗しているため購入する。
　　⑧ロータリー米山記念奨学生を4月より受け入
　　　れ致します。
　　　千葉大学　ウニバト様　モンゴル出身
　　⑨君津市国際交流協会理事に、例年通り岡野会
　　　長エレクトを選出します。
　　⑩令和元年台風15・19号に対する義援金につ
　　　いて、各市に寄付します。地区からの義援
　　　金と第5グループより91,000円を拠出し、合
　　　計200万円を4市に寄付します。君津市へは
　　　3月24日、窪田ガバナー補佐と共に50万円を
　　　寄付します。
　　

　　

　　⑪例会場の壇上に、飛沫防止用アクリル板を設
　　　置致しました。佐々木会員のご厚意で材料代
　　　の13,200円で取り付けて頂きました。ありが
　　　とうございました。
　　⑫2021年度かずさ市民応援団のゴールド会員
　　　に登録致しました。
　　⑬君津インターチェンジ周辺まちづくり発起人
　　　として当クラブが参加します。
　　⑭3月27日～28日に開催される青少年交換スプ
　　　リングキャンプに、交換留学予定だった陶彩
　　　葉(すえいろは)さんと、青少年奉仕委員会の
　　　内藤委員長、秋元政寛副委員長が参加しま
　　　す。参加費用を青少年奉仕委員会予算で支出
　　　します。
　　⑮次年度グループ幹事については、理事承認の
         もと、私(荒井会長)に加え、福田会員にも
　　　ご協力頂き、2人体制で鈴木ガバナー補佐
　　　をサポートして行きます。
　　⑯漆原ガバナー年度「クラブ・個人表彰」につ
　　　いては、今年度はコロナ禍のため奉仕活動が
　　　実施されていないので当クラブからは推薦し
　　　ていません。
　　
理事会報告は、以上です。

幹　事　報　告
代理　佐々木昭博副幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(3月号)　
     掲載情報　P3：内藤会員、P10：鈴木会員　
３．ロータリーの友(3月号)
４．抜萃のつづり

〈報　告〉
１．ロータリー青少年交換スプリングキャンin千葉が開
　  催されます。
　  日　時：3月27日～28日　一泊二日
　  場　所：ホテルブルーベリーヒル勝浦
　  参加者：青少年奉仕委員会(内藤委員長・秋元政
                寛副委員長)、陶彩葉さん、宜しくお願い
　　　　　 します。
２．5月21日に予定されておりました、第5グループゴル
　 フ大会はコロナ禍における現状を考慮し、今年度は   
    中止となりました。



〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．甲府東RCとの合同例会の出欠の案内
４．RLI(part1)開催のお知らせ
５．地区大会記念ゴルフ大会の出欠の案内
６．ロータリー冊子英語版(2月号・3月号）
７．財団NEWS(2月号・3月号）
８．バギオだより(3月号)
９．コーディネーターNEWS（3月号・4月号）
10．風の便りVol.6

親睦委員会
私の誕生日・記念日

委員会報告
R財団委員長

平野　寛明委員長

2021-22年度国際ロータリー第2790地区
補助金管理の説明会プログラム
日　時：2021年1月30日　PM1時からPM4時
場　所：オンライン
参加者：次年度会長エレクト　　　　　岡野会員
　　　   次年度幹事　　　　　　　　 佐々木会員
　　　　次年度ロータリー財団委員長　平野会員

研修内容について以下の項目をご説明させて頂きま
す。

〈「地区補助金」「グローバル補助金」について〉
１．地区補助金申請期日
　  提案書相談時期　2021年3月31日
　  申請書提出期間　2021年3月1日～3月31日締切
　  審査期間　　　　2021年4月1日～4月17日
　  交付期間　　　　 ロータリー財団より地区に補助
　　　　　　           金が振り込まれ次第
　  実施期間　　　  2021年8月1日～2022年3月31日
　  最終報告日　    プロジェクト終了後1か月以内
　　　　　　　　　 最 終期限は2022年4月30日

２．クラブの参加資格について
　 ①クラブ参加資格認定(覚書(MOU))を申請年度の
      クラブ会長、プロジェクト実施年度クラブ会長と
       会長エレクトが署名して地区に提出する。
　 ②財務管理計画書規定(様式201：DG・様式202：G
       G)を作成しクラブに保管する。
　 ③最低1名の会員を地区ロータリー財団委員会が開
       催する(補助金管理セミナー)に出席させる。

３．地区補助金活動目的について
    ロータリアン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事を通じて世界理解、親善、
     平和を達成出来るようにする事。

４．地区補助金の対象とならい活動事例について
　  ①プロジェクトを遂行するため、講師、出演者に提
　　  供する飲食の費用は適格ですが、ロータリアン
　　  に対する飲食費、主催者のスタッフに提供する
        飲食費、宴会費は不適です。
　  ②ホームページ作成費用
　  ③コンサートや単なる文化講演会
　  ④お祭りや行事への協賛金、他団体が実施する活
        動への協賛金
　  ⑤海外で奉仕活動をするロータリアンの旅費

岡野　　祐
隈元　雅博
永嶌　嘉嗣
中村　圭一
大浦　芳弘
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佐々木昭博
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2月・3月の私の記念日



５．グローバル補助金について
     目的　　　ロータリーの重点分野に該当し持続可
                    能かつ測定可能な成果をもたらす大規
                    模な国際的活動を支援する。
    活動種類　 人的プロジェクト　奨学金　職業研修
                    チーム
    参加資格　 クラブ会長と会長エレクトがクラブ覚
                   書(MOS)に同意し署名する。
               　 任命を受けた会員が地区主催のロータ
　　　　　　 リー財団補助金管理セミナーへ参加。

〈ロータリー財団奨学生について〉
「地区補助金」
１．目的　ロータリーの理念とロータリー財団の使命に
    即した修学と奉仕を志す(地区補助金奨学生)を選
　 択し奨学金の給付等を通じて国際理解と世界平
　 和を支援します。
　　・申請締切日　2021年3月15日
　　・分野　　　　研究分野は問わない
　　・支給額　　　20,000USドル
　　・派遣国　　　世界ロータリークラブ所在国
　　・派遣年度　　2021年9月1日～2022年6月30日
                         の間に就学
　　・募集人　　　1名

「グローバル補助金」
１．目的　ロータリー財団が定めた7つの重点分野のい
              ずれかにあったキャリアを目指し自分の研
             究と活動をロータリー最終目的である「国際
             平和と世界平和」に生かす意欲がある方を
             支援します。

     ・申請日　　　2021年3月15日
     ・分野　　　 　　平和構築と紛争予防　疫病予防と
　　　　　　　　治療　水と衛生　母子の健康　基
　　　　　　　　本的教育と識字率向上　経済と地
　　　　　　　　域の発展　環境
     ・奨学金　　　1年から最長４年まで
     ・支給額　　　4,000ドル
     ・派遣国　　　世界ロータリークラブ所在地
     ・派遣開始日　2021年7月1日～2022年6月30日
     ・募集人員　　3名

〈ポリオウィルスについて〉
　ヒトからヒトに感染し、急性灰白髄炎により左右非
対称弛緩(ちかん)性麻痺を引き起こすウイルス野生型
Ⅰ型からⅢ型があり、残すはⅠ型のみとなっています。
ポリオ撲滅のためにオリコカード、ダイナースカードを
作成して頂き利用額の0.3％がポリオ根絶に充てられま
すのでご協力をお願い致します。

〈ロータリー平和センターの設置について〉
　世界の各地域での評価の高い大学と提携し、大学
内に研修施設(ロータリー平和センター)を設置し平和
構築に必要とされる専門知識とスキルを養う研究、講
義、実施研修が行われております。このプログラムで
は持続可能な平和の構築に貢献出来るエキスパートの
育成訓練と卒業生による世界的ネットワークを築く事
を目標としております。ロータリーの最終目標は世界平
和の構築です。ポリオ根絶、世界平和の構築を目指し
ロータリアンとして活動して行かなければならいと改
めて思った講習でした。

退会セレモニー
谷口　弘志副会長

　皆さん、こんにちは！
　日鉄テックスエンジ(株)の谷
口です。この度の4月1日付け
の人事異動によって、君津支
店から東京本社へ異動する事
になりました。従いまして大
変残念なのですが、3月31日
付けで君津ロータリークラブ
を退会させて頂く事になりま
す。
　小職が2017年4月に入会して以来、ちょうど4年
間に亘って会員の皆様に大変お世話になり、感謝申
し上げます。入会してから公共イメージ向上委員会
を中心にクラブ活動に従事し、特に今年度は副会長
という重責を担う事で今日まで取り組んで参りまし
たが、年度の途中で役割を放棄してしまう形になっ
て大変申し訳なく思っております。
　この4年間を振り返りますと、それまではロー
タリーとは全く無縁だったのですが、“私のロータ
リーモーメント”で発表させて頂いたように、枝豆
収穫祭や出前教室、更にはスリランカへの国際奉仕
などの職業奉仕活動の実例に触れて、奉仕を通して
得られるものの大切さに気づかされました。また、
「ロータリーの友」の記事紹介で、各国のロータ
リークラブの活動実態やロータリーの歴史などを知
り、職業奉仕の意義深さを学ぶ事が出来ました。今
後も機会を見出して職業奉仕に何らかの関与を続け
て行きたいと考えています。
　私の後任は、新支店長として「玉作朋之」が着任
しますが、彼は入社してから現在まで君津の地で勤
務して来た生粋の君津の人であります。新会員とし
て皆様と直ぐに溶け込む事が出来、性格も明朗かつ
ユニークで話好きな人材です。どうぞ宜しくお願い
致します。



　最後に君津ロータリーの皆様の益々のご活躍とク
ラブのご発展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。

小川　哲也会員

　私は、2012年10月から吉川
工業(株)君津支店長として前
任の土山さんと交代して君津
ロータリークラブに入会しま
した。以前、日鐵運輸の事業
所長として前川さんの後任と
して短期間入会をしていまし
たので、今回が2回目の入会で
した。8年半吉川工業の支店長
を担っていたのでそれと同じ年数を皆さんと一緒に
活動出来ました。他の支店長さんに比較して長い期
間入会出来たと思います。
　その間まずは、職業奉仕委員長として出前教室で
中学生に授業をした事が思い出されます。学生の頃
にバイトで塾の先生をした経験はありますが、学校
で生徒の前にて話をするのは初めての事であり、緊
張した事を思い出します。授業の後で生徒さんから
お礼の手紙を頂きました。今でもとってあります。
中には「小川先生ありがとうございました」と書か
れており、大変嬉しく宝物を貰った感覚がありまし
た。
　次に社会奉仕委員長として駅前花壇の花植えと枝
豆収穫祭を実行した事を思い出します。枝豆では新
婚の私の娘夫婦を連れて来て皆さんと一緒に過ごさ
せました。苦労が多い行事でしたが、地域の皆さん
や震災で避難された皆さんに喜んで頂いて大変嬉し
く思った事を思い出します。
　宮本さんが会長の時には幹事の荒井さんと一緒に
副会長を担当しました。クラブの運営に直接的にか
かわれて良い経験でした。何回か宮本さんの代打で
あいさつをしましたが、毎回あいさつをする会長の
ご苦労を身をもって感じた事を思い出します。長い
期間所属出来ましたので大変勉強になりました。あ
りがとうございました。
　転勤先は吉川工業の本社になります。本社は北
九州市八幡東区にあります。当然転居を伴う転勤
です。62歳にして初めての単身赴任です。現在家
内から家庭科の授業を受けている状態ですが、サラ
リーマン人生を終えた時の事前勉強と思ってしっ
かりとやっていこうと思います。北九州には何人
もOBがいますので、赴任後に遊んで貰うつもりで
す。おそらく5年前後は行くと思うので九州を楽し
んで来たいと思います。もしお越しの際は声をかけ

て下さい。いずれは君津の自宅に戻りますので、そ
の際はまたお付き合い頂けると大変嬉しく思いま
す。
　最後になりますが、皆様のご健康と君津ロータ
リークラブの益々の繁栄をお祈りして私の退会のあ
いさつとさせて頂きます。長い間ありがとうござい
ました。

感謝状・記念品の贈呈　
荒井潤一郎会長

副会長に感謝状及び記念品の贈呈

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎 久しぶりの例会でしたが、今後も

色々な事があると思いますがご協
力をお願い致します。

谷口　弘志 人事異動で君津を去る事になりまし
た。本日が例会への最後の出席とな
ります。これまで4年間、大変お世
話になりました。君津RCの益々の
ご発展をご祈念申し上げます。

小川　哲也　　転勤の内示がありました。この年
で北九州市での単身赴任です。サラ
リーマン人生の最後を九州で少し楽
しんで来ます。皆さんとご一緒でき
て楽しかったです。

倉繁　　裕　  館山RC 水嶋様、ご来訪ありがとう
ございます。退会されます、谷口副
会長、小川会員、村上会員、お疲れ
様でした。今後ともご縁を頂く機会
もあるかと思いますので宜しくお願
い致します。新型コロナ、リバウン
ドの兆候がある中、ワクチンが早め
に行き渡る事を願っています。

大森　俊介　　皆さん、お久ぶりです。緊急事態宣
言解除になりましたが、ワクチン接
種まで気を緩めず対応して行きたい



です。
坂井佳代子　  皆さんこんにちは。お久しぶりで

す。お誕生日の方、記念日の方、お
めでとうございます。一雨ごとに暖
かくなり桜の花も咲き始めました。
身体に気を付けて元気に過ごしたい
ものです。

隈元　雅博　　次年度2790地区ロータリー研修委
員会委員長予定者 水嶋陽子様、よ
うこそ君津RCへ。谷口副会長、小
川会員、大変お世話になり、ありが
とうございました。またぜひご来訪
下さい。今後の益々のご活躍を祈念
しております。これからもロータ
リー活動を頑張ります！

遠田　祐治　　春ですね。このまま世の中が明るく
なるよう、努力して行きましょう。

芝﨑　　均　　緊急事態宣言が解除され、例会が再
開できる事をお喜び申し上げます。
このままコロナ禍が終息する事をお
祈り致します。

内山　雅博　　誕生日祝い、ありがとうございまし
た。さて、3月末で君津支店在任、
丸3年となります。過去19人の支店
長の最長記録に並びます。ここまで
来たら皆さんと共に記録更新を目指
したいですが…29日に判明します。

日野　千博　　いろんな意味で長い冬がようやく終
わった感じです。この先、希望に満
ち溢れた春になる事を願うばかりで
す。

川村　優子 皆さんお久しぶりです。本日は誕生
日の記念品を頂きました。ありがと
うございます。

早見　秀一　　ご無沙汰しております。久しぶりの
例会は楽しい限りです。そんな中、
退会される皆様、寂しいですがお疲
れ様でした。

廣田　二郎　　皆さんお久ぶりです。いつの間にか
春です。異動です！！

坂本　直樹　　例会も休会が延長続きとなっており
ましたが、久々の例会開催、皆様に
お会い出来て安心致しました。引き
続きコロナ対策も十分に行って参り
ましょう。

秋元ゆかり　　皆様お久しぶりです。緊急事態宣言
が解除され、久しぶりの例会が出
来、皆様にお会い出来る事を楽しみ
に来ました。

髙橋　雄一　　今日は、お弁当でお世話になりま

す。お口に合うか？心配ですが宜し
くお願い致します。

佐々木昭博　　私の記念日と誕生日のお祝いありが
とうございました！

梶山　健次　 久しぶりの例会の出席となりまし
たが、皆様と顔を合わせると元気
が出て来ます。コロナ禍はまだ続
きますが通常通りの運営になる事
を願うばかりです。

大浦　芳弘　  あっという間に年度末という印象で
す。まだまだ、コロナには気を抜け
ません。ロータリーでは、出来る活
動に取り組んで参ります。

中村　圭一　　皆様に久しぶりにお目にかかれまし
た。皆様のお元気な姿を拝見し嬉し
く思います。一方で異動でお別れに
なる方々もおられ、寂しい気も致し
ますが世の中に流される事なく安全
健康第一で過して参りたいもので
す。

岡野　　祐　  谷口さん、小川さん、大変お世話に
なりました。僕の事忘れないで下さ
い！！

篠塚　知美　 私の記念日、誕生日の皆様おめでと
うございます。荒井会長、谷口副
会長、1年間ありがとうございまし
た。お疲れ様でした。

内山貴美子　  皆様お久しぶりです。だいぶ前です
がお誕生日のお花ありがとうござい
ます。早くコロナが終息して皆で
楽しい時間を共有出来ると良いです
ネ。

宮本　茂一　　大変ご無沙汰しておりました！！久
しぶりに会員の皆様の笑顔を拝見し
て元気が出ました！！私の記念日の
お花ありがとうございます。(2月6
日)

永嶌　嘉嗣　　合同例会、開催出来ると良いです
ね。

大住　昌弘　　皆さん、お久しぶりです。最近、コ
ミュニケーション不足や運動不足解
消のため、阿部輝彦会員から紹介し
て頂いたモルックという手軽なス
ポーツを社内で昼休みにやっていま
す。若い人達にも結構人気があり、
村上進会員が会長の君津モルック協
会が開催する予定の競技会に参加し
たいと思っています。ところで、木
更津市場のうお屋さんの「ドライブ
スルー貝づくしセット」大変美味し



かったです。家内からリピート購入
を命じられました。

鈴木　荘一　　久々の例会で皆さんのお顔を拝見出
来て嬉しいです。

中野　賢二　  今日はお腹が空いていたので、いつ
もより早く来て食事をしようと思っ
ていました。お弁当は開始してか
らでした。FAXをよく確認しておら
ず、1時間も待機でした。

阿部　輝彦　　河津桜が散り、山桜が美しく咲いて
います。染井吉野はちらちら蕾がは
じけ始めました。小糸川沿いは花の
美しい季節となりました。コロナ禍
の終息を祈っています。

小幡　　倖　　久しぶりの例会、皆さんのお顔が見
れて安心しました。コロナもゼロに
なった訳ではありません。ゼロにな
るまで気を引き締めて生活しましょ
う。

吉野　和弘　　皆様、ご無沙汰しておりました。
黒岩　靖之　　皆様お久しぶりです。皆様の元気な

お顔を見れて嬉しいです。館山RC 
水嶋陽子様、ようこそ。RYLAセミ
ナーではお世話になりました。本日
は宜しくお願いします。

藤平　洋司　　皆様こんにちは。お元気にお過ごし
でしょうか？ようやく緊急事態が解
除されましたが、まだまだコロナに
は注意が必要ですね。本日3月22日
は、次女の誕生日を迎えました。
年々とすくすくと育って頂きなによ
りです。

村上　　進　　皆様こんにちは！！私の記念日のお
花ありがとうございました。私事で
はありますが4月12日(月)より本社
で勤務する事になりました。また、
来週ご挨拶させて頂きますが、皆
様、大変お世話になりました。

石川　偉夫　　先日ロータリークラブ様より、結婚
記念日に花束が自宅に届きました。
妻と共にお気遣いに感激しました。
ありがとうございました。さて、緊
急事態宣言も明けて久しぶりの例会
ですね。今後も体調管理を十分に気
を付けましょう。

武田富士子　　お久しぶりです。ニコニコ情報では
ないのですが、私事、カードの不正
使用をされてしまっていたとカード
会社より連絡を貰いました。PCの
メールにAmazonより着信があり、

カードの期日の関係で差替えを要す
る時期だったのでカード情報の差替
えとあったので入力してしまいまし
た。それが不正メールだったみた
い。少額で処理出来たのですがあ～
あ！！残念！！皆様もお気をつけ下
さいませ。

宮嵜　　慎　　皆様こんにちは。父の葬儀では、丁
寧な見送りを頂きましてありがとう
ございました。谷口さん、小川さ
ん、君津RCではお世話になり、あ
りがとうございました。新天地での
ご活躍をお祈り申し上げます。

谷　　浩司　　久しぶりの例会が出来て嬉しい反
面、寂しい部分もあり複雑です。例
会がより貴重な場となりますので、
一つ一つ大事に参加して行きたいと
思います。

茂田　秀和　　経済が停滞する中、我が家は激動で
した。次女の大学、長男の高校が決
まり入学金だの制服だので出費が多
くて…。台風15号、コロナに続き
進学でトリプルショックとなりまし
た。


