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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　本日は花植となります。皆様どうぞよろしくお願
い致します。土曜日、日曜日と甲府東ロータリーク
ラブの記念式典、親睦行事に参加された皆様につき
ましては、3日連続のロータリー活動となります。
ご苦労様です。本日の花植ですが、主役はあくまで
も中学生です。自分たちがやる分には自分の心配だ
けすればいいのである意味気楽ですが、子供が相手
となると話は別です。くれぐれも事故の無いように
ご配慮をお願い致します。
　さて土曜日、日曜日の甲府での行事については大
変有意義なものでした。記念例会では、岸本務会長
のあいさつに続いて、星野善忠ガバナー、樋口雄一
甲府市長、梅本実スポンサークラブ会長から祝辞が
ありました。その後入会式、会員表彰、記念事業発
表などがあり式典は終了となりました。その後の記
念講演では村瀬誠様からバングラデシュの水問題に
関して大変参考になるお話がありました。井戸水の
多くがヒ素で汚染されており実用に適さないとのこ
とでした。我々が行った上総掘りの支援に関しても
改めて調査する必要があると感じました。続いて行
われた懇親会、2次会ではひさしぶりの機会飲酒を
存分に楽しみました。私自身は例によって途中から
記憶がなく、出席の皆さまに不快な思いをさせたこ
とがあったかもしれませんが、ロータリアンのひろ
いこころでお許しいただければと思います。藤原次
期会長に多少飲まされすぎて翌日は二日酔いで気持
ちが悪かったのですが、なんとか親睦ゴルフコンペ

も無事乗り切りました。会員の皆さまには大変お世
話になりました。どうもありがとうございました。
　さて話が変わって私事になりますが、6月1日に
当法人の運営する佐貫クリニックの竣工式が行われ
る予定です。そこの施設長に私が就任予定です。施
設長といっても毎日勤務するわけではなく、水曜日
の午前中のみ外来診療を行う予定です。それ以外の
時間は今まで通り病院に勤めている予定ですので、
1週間のスケジュールは今までと大しては変わりま
せん。ただ佐貫クリニックではおそらくかなり暇だ
ろうと思います。もし佐貫駅付近においでの際は水
曜日の午前中ですと私がおりますのでぜひお立ち寄
りください。病院よりはずっとゆっくりお話しでき
ると思います。以上本日の会長挨拶とさせていただ
きます。

報　　告
１．5月25～26日に甲府東ＲＣを訪問してきまし

た。一日目は創立30周年記念式典が盛大に開催
されました。二日目はゴルフと観光に分かれ、甲
府東ＲＣの方々と懇親を深めて参りました。当ク
ラブからは21名の方が出席しました。お疲れ様
でした。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．次週例会は、夜間例会です。
　場所：旅館かわな
　時間：18時点鐘　
　内容：クラブ協議会

＊なお、17時半より旅館かわなにて合同理事
会を開催致します。　

　新・現理事の方はご出席下さいますようお願
い致します。

２．本日例会終了後は、駅前花壇の花植え準備作業
として、花抜き作業を行います。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報



３．6月3日の夜間例会の出欠について
４．6月17日の夜間例会の出欠について 
５．君津市チャリティーゴルフ大会の出欠について
６．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．駅前花壇花植え「植込図」

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会

大森俊介委員長
　本日の駅前花壇花植え奉仕作業についてのお願い
です。
　周西中3年生3クラス96名が対象で実施します。
　自転車と徒歩での移動となっておりますので、駐
輪場所の誘導及び道路横断時の安全確保をお願い致
します。
　また、今回も日々草、マリーゴールド、サルビア
の3種類の花を植えますので、極力生徒にて実施し
て頂きたいと思いますが、所々でサポートをお願い
致します。
　当日のスケージュールですが、13時頃に学校を出
発し、13時30分頃には全員が集合予定となります。
　始めに、永嶌会長よりご挨拶頂き、その後、作業
要領説明、花植え奉仕作業の後、記念撮影、最後に
終わりの会を行い、15時頃を終了予定としており
ます。
　皆様のご協力宜しくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 今日は花植えがんばりましょう。
岡野　　祐 甲府東ロータリークラブ30周年記念

式典に参加された皆様、お疲れ様で
した。甲府の皆様が大変喜んでいま
した。姉妹クラブとして、交流が続
いてる事に嬉しく思いました。

内山貴美子 甲府東ロータリー式典参加されまし
た皆様、お疲れ様でした！本日、花
植え頑張りましょう。

隈元　雅博 甲府東ロータリークラブの式典に参
加した皆様お疲れ様でした。2日間
皆様と楽しく過ごすことができまし
た。ありがとうございます。大森委員
長、本日の花植え作業の設営ご苦労
様です。子供たちの未来の為、地域
の為、世界平和の為にこれからも皆
でロータリー活動を頑張りましょう！

荒井潤一郎 記念式典、おつかれ様でした。事情が
あり、出席できずすみませんでした。

中野　賢二 本日も七夕まつりの協賛金を何人か
頂きました。本当にありがとうござ
います。（まだ頂いてない方へさい
そくしている訳ではありません。）
以上です。

髙橋　雄一 昨日、甲府RC30周年事業に参加さ
れた会員のみなさま、おつかれ様で
した。写真等をみせて頂き、楽しそ
うでした！！

篠塚　知美 今日は仕事の為に駅前花壇の花植え
作業に参加出来なくて申し訳ござい
ません。熱中症にお気をつけてくだ
さい。坂井会員へ、先週は私の大好
きな長渕剛の本を譲って頂きありが
とうございます。今ではなかなか手
に入れることの出来ない貴重な本ば
かりです。大切にさせて頂きます。

中村　圭一 本日は炎天下での花植えですね！熱
中症にならないようしっかり見守り
ましょう。

楠原　義章 今日の駅前花壇の花植え作業、皆さ
ん熱中症にならないように安全に作
業しましょう。

村上　　進 皆様、こんにちは！！今日の花植えが
んばります。

内山　雅博 土曜日は人間ドックでした。ゴールデ
ンウイーク中に激増した体重を誤魔
化すために3週間で7㎏体重を落とし
ましたが、果たして効果のほどは…。

秋元　政寛 熱中症に気をつけながら、今日の花
植えがんばりましょう。

 カープはついに単独首位になりました！！
黒岩　靖之 5月25・26日の甲府東RC創立30周

年式典に参加されました皆様、大変
お疲れ様でした。

大森　俊介 本日は本当に暑い中ですが、花植え
宜しくお願いします。

鈴木　荘一 昨日、一昨日と甲府に行かれた皆
様、おつかれ様でした。私も無事、
地区の米山奨学生の研修を終える事
ができました。花植え頑張ります。

小幡　　倖 25日・26日と甲府へ出かけてきま
した。甲府東15周年は幹事で、20
周年は会長として、思い出深い訪問
となりました。２日間は相互に友好
を深めることが出来ました。参加さ
れた皆様、ありがとうございまし
た。帰路は事故に会い、帰宅が12時
前でした。これも車中のいい思い出
となりました。



廣田　二郎 5月25・26日甲府東RC30周年記念
式典参加された方、お疲れ様でし
た。フーチン君も参加でき、特に初
体験させていただいた方々に感謝し
ます。

秋元ゆかり 今日の花植え、頑張ります。
薮　　　武 暑いですが、水分・塩分多めに摂っ

てきました。がんばります。
前田　　亮 ごぶさたしております。週末はカゼ

でダウンしておりました。見た目よ
り体が弱いんです。今日の花植え、
頑張りましょう。

遠田　祐治 昨日テレビでトランプさんが賞状を
片手でホイと渡すのを見て、文化の
違いを改めて感じました！花植え、
がんばります。

佐々木昭博 土・日で交付東RC30周年記念式典
に参加させて頂きました。記念講演
をされた村瀬誠さんの雨水タンクを
使った飲料水確保のプロジェクトは
大変すばらしいと思いました。そし
て甲府東の方達からも大変盛大に迎
えて頂き有難う御座いました。

坂井佳代子 25日・26日と甲府東ロータリーク
ラブ創立30周年記念、例会式典懇談
会に参加させていただきました。皆
さん、お世話になりました。ありが
とうございました。

福田　順也 暑いですが花植え、がんばります。
芝﨑　　均 急に暑くなりました。皆さん、体調

管理に注意しましょう。
大浦　芳弘 もう、猛暑日です。真夏に比べると

湿度が低い分、熱中症の目安となる
指標も若干低めですが、油断できま
せん、会員各位の現場でも熱中症予
防に留意ください。

 今日は、花植えを実施しますので、
皆様の協力をお願いします。

別府　明人 暑い中ですが花植え、しっかりやり
ましょう。

 



甲府東RC30周年記念式典・交流会の様子（令和元年5月26～27日）



君津駅北口花壇花植え作業の様子（令和元年5月28日）


