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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　ロータリアンの行動規範についてお話します。
ロータリーは創立当初より、事業と専門職における
高潔性を土台とする理念を築いて来ました。ロータ
リアンとしての行動は、
1．個人として、また事業において、高潔さと高い
　 倫理基準をもって行動する。
2．取引の全てにおいて公正に努め、相手とその職
    業に対して尊重の念をもって接する。
3．自分の職業スキルを活かして、若い人々を導
　 き、特別なニーズを抱える人々を助け、地域社
    会や世界中の人々の生活の質を高める。
4．ロータリーや他のロータリアンの評判を落とす
　 ような言動は避ける。
5．ロータリーの会合、行事、および活動におい
    て、ハラスメントのない環境を維持する事を支
    援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハ
   ラスメントを報告した人への報復が起こらない  
    よう確認する。
とされています。
　また2007年、ロータリーは戦略計画の一環とし
て、5つの価値観がロータリアンの基本的特徴であ
るとの理解のもと、これらの中核的価値観を採択
しました。中核的価値観は組織の考え方と方向性を

定める原動力であり、世界中のロータリアンによっ
て強く支持されています。国際ロータリーの中核的
価値観は「親睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダー
シップ」となっており、ロータリーの基本理念に
沿ったテーマとして形作られたものです。ロータ
リーの理念は、今日においても組織の中核となっ
て、ロータリーの中核的価値観を反映しています。
　ロータリーやロータリアンの評価が少しでも上が
るような「機会の扉を開いて」行動したいと思いま
す。

報　告

5月10日の例会前に、第3回50周年実行委員会会議
が開催されました。
①開催予定日について変更になりましたので、お知
　らせいたします。
　変更前)式　典：令和4年3月12日(土)
　　　　 懇親会：令和4年3月13日(日)
　変更後)式　典：令和4年2月26日(土)
　　　　 懇親会：令和4年2月27日(日)
　　　　場　所：アカデミアホール及びホテルオークラ
　よろしくお願いします。

②会員の皆さんの所属委員会も決定いたしましたの
　で、本日配布しております。ご確認ください。

幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津RC役員・理事・委員会構成表(2021～2022年
　  度版)
３．君津RC創立50周年記念実行委員会組織表
４．委員会別会議用資料(委員長のみ)



〈報　告〉
１．次週例会前11時30分より、ホテル千成にて、第12
    回理事会が開催されます。次回は、現・新合同理事
    会です。現・新理事の方は、ご出席くださいますよ
　 うお願いいたします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．君津ウルトラマラソン実行委員会よりお礼状
４．RLI(partⅡ・Ⅲ)オンライン開催の出欠の案内

次年度タイム
遠田　祐治次年度副会長

　
　本日は、都合により会長エレ
クトが欠席のため、遠田次年度
副会長の指揮のもと、次年度タ
イムにて委員会別会議が開催さ
れました。
　次年度クラブの指針などは、
翌々週の週報にて掲載予定で
す。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎 先週、誕生日のプレゼントありが

とうございました。今日で満56歳
になりました。

福田　順也 遠田次年度副会長、次年度タイムあ
りがとうございました。

内山貴美子 本日は次年度タイム、いよいよ新年
度がすぐそこです。早くコロナが終
息して、明るい未来がやって来ると
良いですネ！

篠塚　知美 昨日、知人の居酒屋が焼肉屋への業
態変換をおこない、レセプションに
行って来ました。思いきった業態変
換、工事費も1,000万円以上。みん
な生き残りに必死ですね。そろそ
ろ、たこ焼き屋OPENの準備を進め
て行こう。

永嶌　嘉嗣 早くも次年度タイムとなりました。
50周年に向けて、みんなで盛り上げ
て行きましょう。

谷　　浩司 先日、TVに当社の社員が映りびっ
くりしました。当日～翌日まで、お
客様からその話の連絡が沢山来たと

の事で喜ばしかったです。
藤代　公成 ロータリーに加入させていただき、

1か月半。ようやく慣れて来て、楽
しませて貰っています。今後ともよ
ろしくお願いします。

阿部　輝彦 5/20にやっとワクチン接種が叶い
ました。全国民が一日も早く受けら
れ、平和な日本に戻れるよう祈念い
たします。

鈴木　荘一 先日は、君津ウルトラマラソン大会
へご協賛いただいたクラブ会員の皆
様に心より感謝します。ありがとう
ございました。

坂井佳代子 皆さん、こんにちは。今月は誕生
日、母の日とお花を沢山いただきま
した。部屋の中がお花畑のようで
す。幸せです。

坂本　直樹 本日は、次年度タイムでのお打ち合
わせありがとうございました。次年
度、親睦委員会ではコロナの影響で
本年度できなかった分、会員卓話を
お願いする機会が増えるかと思いま
すので、皆様よろしくお願いいたし
ます。

平野　寛明 ロータリー50周年事業に向けて、頑
張って行きます。

伊藤　　彰 久しぶりのロータリーへの出席に
なりました。5月に入り新人社員も
入って来て、活気にあふれているよ
うにしたいと思いますが、コロナで
いまいち盛り上がれない今日この頃
です。

山内　雅夫 大和田小学校と坂田小学校が来年4
月に統合されるそうです。新しい学
校名は「周西の丘小学校」。良い名
前ですね。慣れた校名がなくなる寂
しさはありますが、この学校で学ぶ
明るい未来、希望を持った子供達を
応援したいと思います。

秋元　政寛 次年度こそは、青少年に対する機会
の扉が開かれるよう、コロナの一日
も早い収束を願います。

大木　建樹 チャーシューとコロッケ、とても美
味しかったです。次回も期待してい
ます。

中野　賢二 今年は梅雨入りが早くなりそうで
す。長引かずに明けも早くなるよう
願うばかりです。

大住　昌弘 うっとうしい梅雨の季節で、今年
は東海以西は例年より20日以上早



い梅雨宣言ですね。先週末、人間
ドックの後、体力測定のようなプ
ログラムがあり、推定歩行年齢は
52歳という事で、15年も実年齢
より若い判定！ただ、脚力は自分
の予想以上に低い事が分かり、
ショック！コロナ禍のせいもある
のでしょうが、鍛え直さないと！
との反省でした。梅雨の時期だか
らこそ、意識して「前へ！」。

玉作　朋之 梅雨入りも早まりそうです。季節の
変わり目、体調管理を万全に、コロ
ナにも負けず頑張りましょう。

梶山　健次 風が強い日ですね。早い梅雨入りと
なりそうですが、お互い健康には充
分留意して日々過して行きたいもの
です。

川村　優子 ワクチン接種が始まりました。段取
り良く接種が終わり、早く収束する
よう願います。

源田　健夫 例年よりも相当、梅雨入りが早くな
りそうな気配ですね。これも異常気
象の一環でしょうか？今日は、次年
度タイム。次年度のRCの活動が正
常にできる事を祈念します。

小関　常雄 いよいよワクチン接種が始まります
ね。早く順番が回って来る事を期待
するばかりです。

髙橋　雄一 次年度、米山記念奨学会委員長をさ
せていただきます。廣田さんにおん
ぶにだっこですが、よろしくお願い
します。

大森　俊介 次年度タイムでしたが、今年度も精
一杯活動したいと思います。

遠田　祐治 ワクチン接種が進んで来ました。も
う少しの辛抱ですね。

日野　千博 コロナの影響で活動が制限されるよ
うになって一年以上たちますが、未
だ巣ごもりのやり方が良くわかりま
せん。インドアでできる趣味を探し
ているところです。

倉繁　　裕 新型コロナ禍、英国、米国など、ワ
クチンの効果が発揮され経済活動も
本格回復に転じて来ています。実態
経済に先行し過ぎ？の世界的株価高
に見合った活動水準が実現される事
を願っています。足元、日本のワク
チン接種の展開も何とか加速して欲
しいところです。

隈元　雅博 4つのテストのご唱和ありがとうご

ざいました。50周年の次年度も地域
貢献と世界平和活動を頑張って参り
ましょう！

大浦　芳弘 高温多湿の嫌な季節になって来まし
た。現場では熱中症対策が必須です
が、昨年同様にマスクをしながらの
対策となり、決まった間隔での休憩
と水分補給をこれまで以上に徹底せ
ねばなりませんね。先週、製鉄所の
西門近くが出発場所となる聖火リ
レーに関する情報を受け取りまし
た。厳しい状況ではありますが、聖
火リレーもオリンピックも開催でき
たら良いですね。


