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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　前回中野会員が言っていた、「風邪はひとにうつせ
ば治る」ということですが、調べてみたらやはり医学的
な根拠はないことが分かりました。それより私が驚い
たのは、この何をキーワードにしていいかわからない命
題を、風邪、ひとにうつせば治るの2つで検索すると多
数ヒットしたことです。やってみるものです。風邪が自然
治癒する時間と潜伏期間の関係でそのようなことが言
われるようになったらしいとのことです。
　さて話は変わりますが、昨年末私は富津シテｲ、富津
中央両ロータリークラブの忘年例会に参加してまいりま
した。参加前は賑やかな君津と違って多少淋しいんだ
ろうなあと思っていました。ことあるごとに君津はすご
いといわれ続けて先入観があったのかもしれません。
車で会場に向かうときも暗くてあまり人気もなくて本当
にこの近くで忘年会があるのかなと心配になりました。
しかし行ってみて驚きました。富津シテｲロータリークラ
ブはこじんまりとしてはいますが、大変活気があり本当
に楽しい感じでした。何回でもお邪魔したいなと思いま
した。富津中央ロータリークラブは伝統あるきちんとし
たクラブという感じで私も多少緊張しました。両方の会
で例会内で挨拶させていただきました。これも会長と
して参加しているからなんだろうなと思いながらシラフ
でしたので多少緊張しました。会費は安くこれで十分

に飲食ができるのかなと思って心配しましたが、十分で
した。大変美味しく楽しく過ごさせていただきました。
別に川名さんや千成さんが高いと言っているわけでは
ありませんので、誤解のないように。当然のように2次
会まで参加して思う存分歌ってきました。今になって思
うのが富津であれだけの活気です。両クラブが合わさ
るとおそらく君津より上です。君津も上総ロータリーク
ラブと別れてはいますが少し事情が違います。君津は
60人などというケチなことは言わず、もっと上を目指し
ていいと思います。会員の皆さまと協力してビッグクラ
ブを目指しましょう。ところで先日上総青年会議所の
新年会があり、参加してきました。隣に木更津東ロータ
リークラブの副会長さんがいらっしゃり、2月13日に夜
間例会があることを教えてくれました。参加してきます。
会長は夜間例会だけ狙ってメイキャップしようとしてい
ると思われる方がいるかもしれません。誤解の無いよう
に言っておきますがその通りです。できれば会長の間に
5グループのすべての方 と々親睦を深めてきたいと思い
ます。以上本日の会長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．第７回理事会が１月７日に開催されましたので

報告を致します。
①会計報告　＊異議なし
②新入会員について　＊異議なし
　　秋元ゆかり様(44歳)le lien 代表取締役　
　　推薦者：内山会員
③通帳残高について　＊異議なし
　　平成20年の通帳残高127,169円　
　　平成16年の通帳残高　10円　
　　以上解約し、雑収入で計上する
④チャリティーバザーの金額残高について　＊異議なし
　　収入385,000円(100,000円は歳末たすけあい

募金に寄付)残金は、今年度中に会員に還元で
きるよう使用する。ロータリー関係のものを購
入したらどうか？（再度検討する）

⑤周西小、出前教室開催について　＊異議なし
　　開催日2月27日(水)午前中　7講座開催
　　　10:00　学校集合
　　　10:15　教室移動
　　　10:20　休憩・体育館移動



　　　11:30　写真撮影・閉講式
　　　12:00　終了予定(終了後、ホテル千成にて食事)
⑥君津市国際交流会の卓話について　＊異議なし
　　2月18日(月)国際交流協会の生徒さん作文発表
　　発表者は未定(検討中)
⑦バギオ基金について　＊異議なし
　　例年通り当クラブからの寄付はしない。案内

を回覧する。
⑧その他　＊異議なし
　　かものはしの卓話について実施検討する

２．1月９日（水）、君津商工会議所新春賀詞交歓
会が開催されました。

　　当クラブからは岡野幹事が出席されました。お
疲れ様でした。

３．1月15日（火）、かずさ青年会議所新年例会が
開催されました。

　　当クラブからは、私(永嶌会長)が出席してきま
した。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．例会変更についてのお知らせ
　＜木更津ＲＣ＞
　①日時：２月14日(木）休会
　　理由：定款第8条第1節Ｃ項による
　＜富津シティＲＣ＞　
　①日時：2月10日(水）場所変更
　　理由：東北研修旅行のため
　②日時：2月13日(水) 休会
　　理由：2月27日(水)に日時変更(AM６時30分から)
　　内容：青堀駅前清掃
２．1月25日(金)八重原中学校にて出前教室が開催

されます。
　　集合は10時です。
３．1月26日(土)第５グループインターシティミー

ティングが開催されます。
　　受付：13時30分～点鐘：14時
　　場所：かずさアカデミアホール
　　出席：当クラブからは22名。
４．1月31日(木)第47回君津市社会福祉大会が開催

されます。
　　時間：13時15分～16時
　　場所：君津市文化ホール(中ホール)
　　出席：岡野幹事
５．２月２日(土)奉仕プロジェクト委員会・ロータ

リー財団委員会合同主催
　　補助金管理セミナーが開催されます。
　　時間：点鐘13時　終了予定16時15分
　　場所：三井ガーデンホテル千葉
　　出席：今年度ガバナー補佐 吉野会員、次年度

会長 内山会員、次年度社会奉仕委員長 茂田会
員、次年度国際奉仕委員長 大住会員　

６．2月2日(土)～2月3日(日)一泊二日でＲＹＬＡセ
ミナーが開催されます。

出席：地区ＲYLA委員長 黒岩会員、実行委員
の佐々木会員、宮嵜会員、村上委員、福
田委員、平野委員、参加ロータリアン内
藤会員、参加青少年は、徳山ビルサービ
ス2名、玄々堂病院1名、アドマスター1名

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
４．RLIpartⅠの出欠の案内
５．バギオ便り・バギオ基金案内
６．ハイライトよねやま２２６
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（２月号）Ｐ5 吉野ガバナー補

佐：ロータリー情報研修会報告
３．ロータリーの友（2月号）
４．周西中学校出前教室写真（講師の方のみ）

入会者紹介
紹介者　武田富士子会員　
入会者　坂井佳代子会員　

　坂井佳代子さんの紹介を致します。
佳代子さんと私は小学校来の同級生です。６年生の
時にお父様のお仕事の関係で転校してきました。と
ても可愛い上品な子だったと記憶してます。現在の
佳代子さんも相変わらず優しく可愛い方です！そし
て頼りになる人です。
　皆様もご承知の通り佳代子さんは故坂井正視会
員の奥様で、ホテル千成の専務様です。私は、正視
君とも君津保育園来の友でしたので、お二人を青
春時代からよ～く知ってます。学生時代を想い出す
と佳代子さんの隣にいた方は、別の方だったと…ま
た、正視くんも…でも運命なのですね！高校を卒業
して大学生時代、お二人は引き寄せられるように再
会！正視君のモーレツアタックに佳代子さんは、心
打たれご一緒になられたと聞いてます。そしてとて
も良いご夫婦になられ、2男1女を儲けました。近年
は、病気になって無理出来なくなった旦那様の代わ
りにホテルの仕事を奥様の佳代子さんが担い、元々
好きだったのでしょう正視君が料理を担当して、仕
事に行く佳代子さんへ食事をふるまって送り出して
いたとか。佳代子さん自身、とても料理が上手い人
ですが、正視君の腕前は、素晴らしいと何度か写真
に撮ってきて見せてくれました。バナナケーキは絶
品だったと、美味しい料理を食べさせてもらってた
と佳代子さんより聞いてます。また、先日の地震の



際、揺れを感じなかった佳代子さんは台所で正視君
の愛用していた鍋と鋏がカタカタと音を出していた
ので、「貴方居るの？」と正視君からのメッセイジと
思い鍋に声をかけていたと言ってました。とても旦
那様に正視君に愛されていたんだなーと感じました。
　坂井正視会員の君津ロータリー愛は、絶大でし
た。その正視君より委ねられた奥様佳代子さんの入
会です。皆様よろしくお願い致します。

紹介者　内山貴美子会員　
入会者　秋元ゆかり会員　

　本日入会の秋元ゆかりさんについてご紹介させて
いただきます。
　秋元ゆかりさんは昭和50年1月9日に、おじいさん
のお兄さんが住んでいた150坪もある築何年かわか
らない富津市の家に17人兄弟の男2人、女15人の9番
目生まれ、大変サバイバル環境の厳しい中でたくま
しく、そして楽しい環境の中で成長されました。
　現在は、22歳の長男夫婦と20歳の次男と4人で富
津市にお住まいです。
　君津ロータリーの岡野会員のお店シュガーランプ
の隣でル.リアンという飲食店を経営なさっています。
　お店の名前のル.リアンというのはフランス語で
絆、縁という意味だそうです。
　まさに私には、秋元さんは、入会前からもオブ
ザーバーとして2回も参加されていただきロータ
リー会員になり絆を深めていく気満々、とても心強
い新入会員だと思います。
　まだ44歳で女性のロータリアンであるということ
で、これからは活躍する場がたくさんあると思いま
す。共にロータリーの絆を深めてまいりましょう！

入　　会　　式
永嶌会長・岡野幹事　

入会者　坂井佳代子会員・秋元ゆかり会員　

委　員　会　報　告
職業奉仕委員会
2018-19年度　周西中学校出前教室　実施報告

時下俊一委員長　
　2018年12月17日午前中、本年度第1回目の出前教
室を君津市立周西中学校で開催しました。

　小子化の流れには逆らえず、同校も1年生の生
徒数は昨年度97名、本年度は83名（当日出席は79
名）と減少しつつある状況ですが、会員各会社のご
協力により前年度同様の8講座を開催することが出
来ましたことを感謝申し上げます。
　特にホテル千成様におかれましては大変お取り込
みの時期ではありましたが、ご対応頂き感謝のことば
もありません。重ねて御礼申し上げたいと思います。
　講座の内容につきましては玄々堂君津病院殿が毎
回テーマを変えて頂いており、本年度は「朝食の重
要性」というテーマで調理実習と併せて実施いただ
けたことと、弊社が「電気を作る仕事」という講座
を新たに設けさせていただきましたので、年度計画
で目標としました講座内容の改革は達成出来たと感
じております。
　生徒たちも、普段の授業内容と全く毛色の異なる
テーマに興味津々の様子で目を輝かせており、自分
の将来に向け、或いは周りの社会全般に向けて視野
を広げ、一段と成長できたものと確信しております。

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」１月号紹介

中村圭一委員　
　ロータリーの友1月号は、職業奉仕月間に因んで
「今に生きる職業奉仕」として、「職業奉仕」の理
解の仕方、実践の在り方が特集されています。
　P.7「職業奉仕　Vocational Serviceとは何か」と
題して「職業奉仕」という言葉、概念について歴史
的な議論の経緯を含めて解説されています。小生
は、その本質、真意について理解できたとは言え
ませんが、P.8右下にある「トヨタ自動車について
考えてみます。・・・それが職業奉仕だと思いま
す。」という文章は職業奉仕をわかりやすく示して
いるものと思います。
　P.15に掲載されている「金看板としての職業奉
仕」と「職業奉仕は難解か」の記事は、「職業奉
仕」の理解のしかたに関わる長年の議論や考え方を
集約したものになっているように思います。「職業
奉仕は難解か」のほうは、「職業奉仕とは何か。日
本で様々な解釈があるのはなぜか。」という、そもそ
もなぜ議論しているのかを解説してくれていますの
で、この記事を一番先に読むと、今回の特集の意味
合いが理解しやすくなるかもしれません。
　P.16では「職業奉仕の精神を若者に」というこ
とでインターンシップ活動の紹介が記事になってい
ます。インターンシップというと、その職業はどん
なことをやっているのかを体験する「職場体験」と
いうイメージですが、「職業奉仕の精神を」という
ことになると、「体験」でとどめてはならず、その
職業をとおしてどのような社会貢献ができるのかと



いうことを理解できるように仕組んでいく必要があ
るということす。これは非常に意義深いことだと思
います。
　縦組みP.4「日本で一番大切にしたい会社」は、
経営学者・坂本光司氏の講演要旨です。勝手な解釈
をお許しいただければ、「企業経営の目的を「人間
尊重」の立場から明確に論じた」といえます。「企
業経営の目的は、企業の成長・発展させること、業
績を高めること、ライバル企業に勝利すること、で
はない。」と説いています。「え？」と思いますよ
ね。ぜひ全文をご一読ください。まさに職業奉仕の
理念を相通じている、というよりも職業奉仕の理念
そのものでありましょう。
　がらっと変わって縦組みP.9に小倉東ロータリー
クラブの紹介記事があります。小倉東RCの例会会
場のステーションホテル小倉は私の定宿です、機会
があったら、一度メークアップにどなたかご一緒し
ませんか。
　P.18の「創業と守成」という投稿記事は、日ご
ろ感じている違和感、不透明感を表現してくれてい
ます。有史以来の技術の進歩は、原爆・水爆以外
はおおむね人類の福祉の向上に寄与してきたように
思いますが、これからのＡＩや遺伝子操作など技術
の進歩を人類が制御できるのか。考えているだけで
なく、なんらかの行動に移るべき時期が近づいてい
るのでしょう。と、「普段考えないようなことへの
思索を広げてくれるなぁ」と思いながらページを
めくって横組みP.35エバンストン便りを見てびっ
くり。「先着12人にJ．ニクラウス氏とのゴルフプ
レーのチャンス」とあります。ニクラウスさんはも
う80歳近くのはず。でもエイジシュートなのだろ
うなとか思いながら読んでいくと、「プレー権はポ
リオプラス基金に２５万ドル以上の寄付した先着
12名に」とあります。ポリオ撲滅が目的なのか、
ニクラウス氏とのプレーが目的なのか。“He profits 
most who serves best” という言葉が、なにか空し
く響きます。
　以上で1月号のご紹介を終わります。

クラブ協議会
下期委員会活動報告
Ｓ.Ａ.Ａ.

福田順也Ｓ.Ａ.Ａ.　
＜活動方針＞
会場監督として例会場の品位を保つように努める。
例会が、秩序正しく運営され、かつ、楽しい雰囲気の
中でよりよい交流が図れるよう、例会運営に努める。

＜活動計画＞
1．点鐘30分前までに準備を完了する。

2．会長・幹事の意向に従い例会運営に努める。
3．例会プログラムに沿って、遅延無き進行に努める。
4．委員は、順番に進行を行う。
5．来訪者・お客様は確実かつ親切にご案内する。
6．親睦委員会の協力を仰ぎ、通常の例会はお楽し

み席替えをする。
7．今までの伝統を守り君津ＲＣらしい例会にする。

クラブ管理運営委員会
倉繁　裕委員長　

方　針：
　当クラブの会員構成とその特性を活かし、クラブ
運営の基本原則や会務のあり方を十分に理解しつ
つ、ロータリーの諸活動を楽しむべく、例会の充実
と会員相互の親交等を深める。
　親睦委員会の円滑な運営のための調整・支援を行う。

方針に従って、下半期も、これまで同様に取組む。
・クラブ運営の基本原則や会務のあり方を踏まえ

て、会員がロータリー諸活動を楽しむべく活動を
進める。

・親睦委員会が策定した活動目標と活動状況を把握
し、各種企画に対する会員の積極的な参画を働き
かける。

・例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、諸活
動の工夫等の提案を行う。

親　睦　委　員　会
宮嵜　慎委員長　

　親睦委員会です。活動方針についてはクラブ活動
計画書に記載してある通りですので省略致します。
上期からの継続として、例会時の出席受付、ニコ
ニコBOXの発表、毎月第一例会時に「誕生祝い」
「私の記念日」の発表をしております。
　姉妹クラブである甲府東ＲＣの創立30周年記念
式典が今年の5月25～26日開催されますので奮って
の参加をお願い致します。
　下期も会員相互及び会員家族職場関係、他クラブ
との親睦を深めることを目的に活動していきますの
で皆様のご理解とご協力をお願い致します。

会員増強委員会
内山貴美子委員長　

＜活 動 方 針＞
運営方針に基づき、各会員のご協力を頂き、会員総
数1割増の６1名に（5名を増やすこと）を目標に活
動する。

＜活 動 計 画＞
１．ロータリーの理念を理解し、奉仕活動に意欲の



ある人を選出、推薦し会員を増強する。
２．会員増強月間は終了しましたが、引き続き、既

存会員の協力を得て、新規会員の推薦を強化し増
強をはかる。

３．クラブの雰囲気向上のため、女性および若手の
会員の増強を図る。

４．クラブの運営を充実し、楽しく例会を運営する
ことによって会員の退会防止を図る。

ロータリー情報委員会
宮本茂一委員長　

＜活動方針＞
活動方針の下記項目１．２．３．共に重要事項であ
るため引き続き推進していきます。
１．ロータリーを理解してもらい、例会に参加しや

すくする
２．自分の会社を発展させる”ヒント”にする
３．余裕があれば自分ができる奉仕活動を行う機会

をつくる

＜活動計画＞
活動計画の下記項目１．２．においても重要事項で
あるため、終わりなく進化させたい。
１．ロータリー活動の中で心の友を作る
２．ロータリー活動をどう楽しむかを考え行動する

公共イメージ向上委員会
大住昌弘委員長　

１．当クラブホームページについては、すでに報告
の通り、本年1月より新たなサーバーと契約し、
これまでのサーバーとの契約が終了する2月末ま
でに並行本番を終え、以降、新体制に本格移行す
る。現行契約範囲内での管理会社の負担も勘案し
つつ、クラブ行事の写真を多く掲載する等、当
ロータリークラブの公共イメージの向上に資する
べくホームページの充実を図る。

２．これまで同様、例会、クラブ活動内容について
情報確保に努め、会報の作成やその内容の充実を
図る為、当委員会各委員が事務局と連携し輪番性
を原則としつつ協力しこれにあたる。

３．同じく、ロータリーの広報誌「ロータリーの
友」の紹介を通して、内外のロータリアンの活動
を知ると共に奉仕の理念を育むべく、引き続き、
記事内容について当委員会各委員持ち回りにて各
月例会において紹介していく。

４．年度計画のうち、「地域メディア等も活用し
て、活動内容についての地域社会の認識を高め
る」については未着手のため、進め方について関
係者と相談し可能な範囲で実行したい。

奉仕プロジェクト委員会
内山貴美子委員長　

＜活動方針＞
　上期に引き続き、社会奉仕、国際奉仕、職業奉
仕、青少年奉仕の４委員会が連携して、活動するこ
とになります。国際分野から身近な分野まで様々な
プロジェクトに対し、すべての会員が連携して活動
することにより、総合的にクラブの魅力を高め、各
委員会主導のもと一体感が高まり、楽しく活動でき
るようにサポートしてまいります。

＜活動計画＞
　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、各
委員会活動との連携サポート。

社会奉仕委員会
大森俊介委員長　

　社会奉仕委員会の活動は、ほぼ上期で終了してし
まいましたが、1点　5月に周西中学校　3年生を対
象に、君津駅前花植え奉仕作業を実施する予定と
なっております。
　花植え奉仕作業前の花抜き作業や花植え後の水撒
き作業など会員の皆様にご協力頂く事が多々ござい
ますが、引き続き皆様のご協力を宜しくお願い致し
ます。
　社会奉仕委員会の下期活動報告は以上となります。

国際奉仕委員会
宮本茂一委員長　

＜活動方針＞
君津ロータリークラブで実行可能な活動として、国
際平和につながる人道的奉仕プロジェクトを引き続
き模索していく。

＜活動計画＞
前期に活動計画の下記２項目を達成した。
１．前年度は、柏東ロータリークラブ等との連携に

より、慈善団体であるコスモス奨学金を通じスリ
ランカ北部の小学校へ浄水器の寄贈を行った。同
国では、まだまだ衛生的な水を調達できない地区
が多く、引き続き、継続的なサポートが必要と考
える。また、こうした機器が適正な方法で使用さ
れ、衛生的な状態を保持できるよう、関係者と連
携しながら（ＩＲ２７９０地区の複数のＲＣでは
スリランカ向け国際奉仕活動について色んな形態
で対応中）体制を整えていきたい。

２．上記など人道的課題に取り組むロータリーの公
共イメージと認知度の向上の観点もあり、本年秋
に実行予定の「枝豆収穫祭」の参加者に国際ロー
タリーのポリオ撲滅運動への支援を訴え、また、



当クラブの国際奉仕活動についてＰＲを行う。
残りの３項目と４項目については、引き続き模索し
ていきたい。

職業奉仕委員会
時下俊一委員長　

１．出前教室の実施
例年通り、周西中、八重原中、周西小の三校で出
前教室を開催することとし、下期は

　　八重原中学校　2019年1月25日（金）　午前中
　　周西小学校　　2019年2月27日（水）　午前中

の日程で実施することとして具体的準備に入りま
した。

２．授業内容のリニューアル
　玄々堂君津病院殿：新たなテーマで講義内容を計画
　宮本組殿　　　　：授業内容を一新
　君津共同火力　　：新たに講座開設

　その他各会員会社の講座内容も適宜リニューアル
されており、年度初めに計画した、「授業内容の刷
新」を達成出来るものと確信しております。

青少年奉仕委員会
佐々木昭博委員長　

　下期の活動予定ですが、来週2月2日と3日の2日
間で第42回RYLAセミナーの実行と参加をします。
場所は岩井海岸にて、クラブからは参加青少年とし
て、永蔦会長の玄々堂様から1名、村上会員の徳山
ビルサービス様から2名、私の会社アドマスターか
ら1名の計4名と、参加ロータリアンとして内藤会
員の参加登録をしております。また実行委員として
福田会員、村上会員、宮寄会員、平野会員と私の計
5名が黒岩実行委員長の元、RYLAセミナー運営の
お手伝いを行って参 ります。
　10月から毎月1回、コースの準備に通っておりま
したので、いよいよ本番だな！と言う思いです。
　それと5月に行なわれます、君津RC杯少年野球大会
への協賛・支援・メダル授与式への参加を行います。
　5月11日が大会初日、5月18日が決勝戦となリま
すので、もしお時間の許す方がいらっしゃいました
ら是非とも応援観戦に来て頂けたらと思います 。

ロータリー財団委員会
大川裕士委員長　

　下期委員会活動計画を報告致します。
　副委員長に早見会員、委員に釼持会員、石川会
員、津露会員の５名で活動方針のもと、活動計画を
実行して行く予定です。
活動計画の
1.年次寄付　150ドル/人は2018年7月に半額寄付済

み、残りは１月に寄付予定です。
2.ポリオプラスへの指定寄付30ドル/人は2018年7

月に半額寄付済み、残りは１月に寄付予定です。
3.社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、職業奉仕委員

会との企画連携により地区補助金、グローバル補
助金等の活用を促進する、は継続中です。

4.ガバナー公式訪問及び11月の財団月間を通じての
財団ＢＯＸの活用は2018年11月に実施しました。

5.クラブ認証ポイントを活用して、ＰＨＦを拡大す
るは2018年10月に実施 しました。

6.ロータリー財団の活動内容を理解して頂くための
情報発信、卓話は2018年11月にロータリー財団
ロータリーポリオプラス委員会委員　朱　孝様に
ご講演頂き実施しました。

　下期は3.の職業奉仕委員会の残りの出前教育への
協力と、6.の情報発信を継続して行きます。

米山記念奨学会委員会
鈴木荘一委員長　

　活動計画の予定通り推移しております。
　残り特別寄付が現在２名となっておりますので重
ねて宜しくお願いします。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 坂井佳代子さん、秋元ゆかりさん、

入会おめでとうございます。今後共
よろしくお願い致します。

岡野　　祐 坂井さん、秋元さん、ご入会おめで
とうございます。これから共に、
ロータリー活動、よろしくお願いし
ます。

藤平　洋司 記念品のお花、ありがとうございま
した。坂井様、秋元様、入会おめで
とうございます。ようこそ君津ロー
タリーへ。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

坂井佳代子 本日、入会致しました坂井です。皆
さんのお仲間に入れていただきあり
がとうございます。よろしくお願い
します。先日、主人の49日も無事に
終えることができました。ありがと
うございました。

秋元ゆかり この度は入会させて頂きありがとう
ございました。これからも宜しくお
願い致します。

内山貴美子 秋元さん、坂井さん、本日は入会お
めでとうございます。これから宜し
くお願いします。

武田富士子 本日入会の坂井佳代子様の紹介をさ
せて頂きました。皆様、よろしくお



願い致します。私の記念日のお花を
いただきました。きれいなアマリリ
スです。鉢いっぱいに色々な花が植
えられています。大切にします。あ
りがとうございました。結婚34周年
です。

宮本　茂一 今日、11時から坂井佳代子様、秋元
ゆかり様のロータリー情報をさせて
いただきました！！とても光栄でした！！

谷　　浩司 坂井様、秋元様、ようこそ君津ロー
タリークラブへ。これからご一緒に
活動できる事が楽しみです。宜しく
お願いします。

大浦　芳弘 インフルエンザが警報レベルと報じ
られており、弊社でも感染者がでて
おります。戦力的に厳しい中での複
数名の発症は操業影響となりかねま
せん。予防を徹底させておりますが
これ以上の感染者が出ないことを願
うばかりです。

倉繁　　裕 昨年末、歯医者で治療を受けたと
き、歯ぎしりをして歯がすり減って
いると指摘され、就寝時、ﾏｳｽﾋﾟｰｽ
を使用するようになりました。歯ぎ
しりの自覚症状、また、指摘を受け
ることはあまりなかったのですが、
使用すると安心感もあって、まずま
ずの使用心地です。

前田　　亮 明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。早
いもので2019も１ケ月が過ぎよう
としています。今年も頑張ります。

大森　俊介 坂井さん、秋元さん、これから宜し
くお願いします。

平野　寛明 秋元様、坂井様、ご入会おめでとう
ございます。これから、宜しくお願
いします。

荒井潤一郎 坂井様、秋元様、入会おめでとうご
ざいます。共にロータリー活動頑張
りましょう。

福田　順也 坂井さん、秋元さん、入会おめでと
うございます。共にロータリー活動
がんばりましょう。

内山　雅博 本部から支店に来て、早10ケ月とな
りました。全く楽はしていないのに
体重増加が止まりません。今年は！
減量します！

赤星　哲也 インフルエンザが流行ってます。ご
自愛下さい。

佐々木昭博 坂井佳代子会員、秋元ゆかり会員、

君津RC入会おめでとう御座いま
す。共にロータリー活動をがんばっ
て行きましょう。

宮嵜　　慎 坂井様、秋元様、入会おめでとうご
ざいます。ご一緒に活動してまいり
ましょう。

遠田　祐治 19日、製鉄所のゴルフ大会でした。
テツゲンチームは意外に健闘し、8
位でした！！

秋元　政寛 明けましておめでとうございます。
坂井佳代子会員、秋元ゆかり会員、
ご入会おめでとうございます。これ
からよろしくお願いいたします。

近藤　洋子 先日警察の式典を朝礼から拝見して
参りました。素晴らしく、とても勉
強になりました。いくつになっても
学ぶことは尽きません。

喜多見　貴 昨年からダイエットをするとずっと
宣言してきましたが、年末年始で更
に太ってしまいました。今年の目標
はもうダイエットはやめて「太って
いても動けるオジさん」になること
を目標に変えたいと思います。

中野　賢二 昨日、成田山へ安全祈願に行ってき
ました。まだ、たくさんの人でにぎ
わってましたね。今年は明治・川崎
を押さえて、1位になるという噂で
した。

時下　俊一 出前教室の写真とお礼の手紙、あり
がとうございました。今週末25日は
八重原中の出前教室です。よろしく
お願い申しあげます。

小幡　　倖 坂井様、秋元様、入会おめでとうご
ざいます。今後ともよろしくお願い
します。インフルエンザが流行って
います。皆様、注意しましょう。

隈元　雅博 坂井佳代子さん、秋元ゆかりさん、
ようこそ君津RCへ。これから共に
ロータリアンとして地域貢献と世界
平和活動を頑張っていきましょう！
今年も世界中の人々が笑顔で暮らせ
る年となりますようにロータリー活
動を頑張ってまいります。

村上　　進 皆様、こんにちは！！坂井様、秋元
様、入会おめでとうございます。先
日、ある会で福田会員と修業をして
来ました。2人とも生まれ変わりまし
た。ロータリー活動を頑張ります。

西山　　肇 坂井様、秋元様、これから宜しくお
願いします。1月25日㈮八重原中の



出前教室に行ってきます。
黒岩　靖之 坂井佳代子さん、秋元ゆかりさん、

入会おめでとうございます。
坂本　直樹 会社でもインフルエンザにかかった

との声がチラホラ聞こえ始めまし
た。体調管理も仕事のひとつとして
十分気をつけます。

鈴木　荘一 坂井さん、秋元さん、ご入会ありが
とうございます。共にロータリー活
動頑張りましょう。

中村　圭一 1月7日の夜間例会は私用で欠席さ
せていただきましたので、今日の例
会が皆様との新年初日です。本年も
よろしくお願い申しあげます。初日
から大当り賞をいただき恐縮至極で
す。正月の人見神社おみくじは大吉
でした。今年の幸運を使い果たした
とならぬよう精進します。

早見　秀一 坂井佳代子様、秋元ゆかり様、新入
会まことにおめでとうございます。
ともに、君津RCを盛り上げて行き
ましょう。

大川　裕士 坂井佳代子様、秋元ゆかり様、ご入
会おめでとうございます。

特別ＢＯＸ
廣田　二郎

 



出前教室の様子（周西中学校／H30.12.17）

㊙チャーハンの作り方

水をきれいにする仕事

知ってそうで知らない？鉄のすごさ！

製鉄所内のエコな仕事

朝食の重要性

溶接でスクラップロボをつくる

磁気の不思議

電気をつくる仕事


