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会　長　挨　拶
永嶌嘉嗣会長

　高校野球が始まりました。この季節になると今
でも鮮明に覚えている甲子園に関する記憶がよみ
がえります。当時私の次男が早稲田実業中等部に在
籍しており、野球部でした。早稲田実業が甲子園に
出場し息子は連日バスなどでの強行スケジュールで
の応援が続いていました。勝ち進むと帰りのバスで
食べるはずの幕の内弁当をそのまま安旅館で夕食と
して食べて更に翌日も応援というようなことが続い
たようです。私は女房と日曜日まで勝ち進んでいた
ら行こうと言っていたのですが、まさか勝ち進んで
いるとは思いませんでした。ついに日曜日になり朝
愛犬の散歩を済ませ、エアコンをつけたまま自宅を
出たのが午前６時頃、新幹線、在来線、阪神鉄道と
乗り継いで甲子園駅に昼前につきました。内野のア
ルプス自由席の券を確保し、駅前のデパートで軽く
昼食を済ませ球場に入りました。この試合が今では
伝説になっている早稲田実業と駒大苫小牧の延長で
の引き分け試合でした。大変暑かったのですが、甲
子園名物かち割りも経験しました。当時まだヘビー
スモーカーであった私は定期的に裏の喫煙室に降り
てビールを飲みながらサザエの串焼きをほおばっ
ておりました。早稲田実業の斎藤投手の投げる決め
球のスライダーはいつも殆どワンバウンドで砂煙が
上がっていました。それでもバッターが振ってしま
い、一瞬球場が静まり返る、次の瞬間キャッチャー
の白川が高々とミットを上げる、その中の小さな白

いボールが応援席から確認できました。そして歓声
が上がります。明日の仕事が気になるのに試合は
延々と続き終わるとかなり遅くなっていましたが、
それからが大変でした。阪神甲子園駅は小さく行列
がなかなか進まず、乗るだけで１時間以上かかりま
した。そのあとの電車も混んで坐れたのは新横浜か
らでした。内房線の特急でようやく大阪で買って
あった駅弁を食べました。次の日は朝から普通に外
来をしており、その間に早稲田実業の優勝が決まっ
ていましたが、たった１度だけですが甲子園に行っ
た強烈な思い出となって残っています。
　さてつい先日会長になったばかりで、何にもよく
わからないのにお盆休みを挟んで次回はガバナー公
式訪問ということになってしまいました。少しスト
レスを感じているのですが、当初の方針通りこれも
貴重な経験と考えて楽しもうと思っております。本
日はガバナー公式訪問前の最後の例会です。クラブ
協議会もありますのでよろしくお願いいたします。
今回のガバナー公式訪問では３クラブ合同のため、
活動方針の発表は４大奉仕委員会の委員長のみとな
りますが、本日のクラブ協議会は通常通り全委員長
に発表していただきたいと思います。訪問の日程が
水曜日となり、新日鉄関係の方々にはご迷惑をおか
けします。また当日は会場準備などで皆様のお力を
お借りします。どうぞよろしくお願いいたします。
以上甚だ簡単ではございますが、本日の会長挨拶と
させていただきます。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．８月７日（水）第４回きみつ秋花火実行委員会
が開催されます。
　　　時　間：18時30分～
　　　場　所：生涯学習センター101会議室
　　当クラブからは、平野会員が出席致します。
宜しくお願いします。

２．次週８月13日の例会は、定款第８条第１節Ｃ
項に基づき休会となっております。お間違いない
ようお願い致します。
３．また、翌々週の８月20日の例会も２２日のガ
バナー公式訪問の振替えで休会です。つきまして



は、次の例会は８月22日（水）ガバナー公式訪
問となります。クラブ協議会では、４大奉仕委員
会の委員長より発表をお願い致します。なお、
クールビズですのでネクタイは不要です。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．地区大会について出欠の案内
４．ＲＹＬＡセミナー参加の案内
５．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（８月号）
＊2018-19年度地区RYLA委員長　黒岩会員掲載（Ｐ７）
３．ガバナー公式訪問時、全体タイムスケジュール
（詳細については当日配布）
４．ＲＹＬＡチラシ
５．地区大会チラシ

ガバナー補佐挨拶
橋岡ガバナー公式訪問タイムスケジュールについて

吉野和弘ガバナー補佐
９時20分～10時５分
君津ＲＣ役員懇談会
会　場：ホテル千成３Ｆ
　　　　玉山の間
対象者：橋岡ガバナー、野池

地区幹事長、吉野ガ
バナー補佐、永嶌会
長、岡野幹事、内山
会長エレクト、武田
副幹事

	 	 	 	
10時10分～10時55分
木更津東ＲＣ役員懇談会
会　場：ホテル千成３Ｆ　玉山の間
対象者：橋岡ガバナー、野池地区幹事長、吉野ガバ

ナー補佐、渡邉会長、大里幹事、加藤会長
エレクト

11時～11時45分
富津シティＲＣ役員懇談会
会　場：ホテル千成３Ｆ　玉山の間
対象者：橋岡ガバナー、野池地区幹事長、吉野ガバ

ナー補佐、椎津会長、遠藤幹事

11時45分～12分30分
お食事および懇親タイム
会　場：ホテル千成３Ｆ　例会場
対象者：全員

12時30分～13時30分
木更津東ＲＣ・君津ＲＣ・富津シティＲＣ合同例会
会　場：ホテル千成３Ｆ　例会場
対象者：全員

13時30分～14時
記念撮影
会　場：ホテル千成　3Ｆ
対象者：全員
＊君津ＲＣ→木更津東ＲＣ→富津シティＲＣの順

14時～15時30分
木更津東ＲＣ・君津ＲＣ・富津シティＲＣ合同クラブ協議会
会　場：ホテル千成　２Ｆ
対象者：全員

15時40分～17時
木更津東ＲＣ・君津ＲＣ・富津シティＲＣ懇親会（立食形式）
会　場：ホテル千成３Ｆ　例会場
対象者：全員	 	 	 	

新入会員自己紹介
芝﨑　均会員

　千葉信用金庫君津支店の芝
﨑です。この度、会員の皆様
に承認をいただき、歴史と伝
統のある君津ロータリークラ
ブに入会させていただきます
ことに感謝申し上げます。

　私は昭和38年１月１日生ま
れの満55歳です。大学卒業後
に地元に戻り当時の木更津信用金庫に入庫しまし
た。その後、平成14年に木更津信用金庫、千葉信
用金庫、成田信用金庫の３金庫が合併し、千葉信用
金庫として現在に至っております。君津支店に転勤
となる前は、ＪＲ八幡宿駅前にある八幡支店に支店
長として勤務しておりました。
　家族は、母親と妻、子供二人の五人家族です。子
供二人は既に社会人となり、娘は自宅から通勤して
いますが、長男は山口県に在住しております。私た
ちが育ったころには、長男は跡取りとして親の面倒
を見るのがあたり前でした。しかし、時代の変化に
は逆らえず、子供たちは自由に職業を選択し、学校
を卒業して地元に戻ってくる子は少なくなっている



のが現状です。私の自宅の周りを見ても子供の数は
少なく、人口の減少が続いております。私も55歳
になりましたが地元自治会ではまだまだ若手で、
10年後、20年後を想像するととても不安です。趣
味は、特にありませんが、子供が高校生まで野球を
していたので休日は野球の応援に行くのが楽しみで
した。現在は、年に数回仲間と下手なゴルフに行く
のが楽しみです。
　ロータリークラブに関しては、今まで約２年間市
原中央ロータリークラブに在籍しておりました。市
原中央ロータリークラブは会員数が50名程で、昨
年創立30周年を迎えたクラブです。私は親睦委員
を務めておりましたので、例会には出来るだけ出席
するようにしておりました。入会当初は何も分から
ず不安だらけでしたが、会員の皆さんは親切で日頃
なかなかお会いできない方との会話や卓話を聞かせ
て頂くことができ有意義な２年間を過ごすことがで
きました。
　今回、君津ロータリークラブに入会させていただ
くこととなりましたが、ロータリーに関する知識・
経験もまだ浅くわからないことばかりです。できる
だけ例会に出席し、職業人としてロータリーの理念
の実践に努めて行きたいと思っておりますので、ご
指導・ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

委　員　会　報　告
青少年奉仕委員会
第42回ＲＹＬＡセミナー開催の案内

佐々木昭博委員長
　まずＲＹＬＡとは、「Rotary	Youth	Leadership	
Award」の頭文字をとって、略してＲＹＬＡと呼ん
でおります。日本語では「ロータリー青少年指導者
養成プログラム」です。14歳から30歳までの、将
来指導者になる資質を持った若者たちに、スキルと
人格を養いながら、奉仕・道徳・平和といったロー
タリーの価値観を学ぶ機会を提供することを目的と
しています。ＲＹＬＡを通じて、地域社会の若者が
リーダーシップや良き市民としての資質を養い、人
間として成長することが出来ます。
　では具体的に何をやるのか？という事で、全国各
地区で色々とあるらしいのですが、当2790地区で
は長年にわたり「歩行ラリー」を教材としておりま
す。では歩行ラリーとは何ですか？といいますと、
「コマ図」と呼ばれる暗号の様な地図のみを渡され
スタートし、その暗号の意図するところを正確に読
み取りながら、指定されたルートを間違えない様に
通過しゴールするというものです。これを２～３人
でチームを作り、他チームと競争しながらクリアし
て行きます。この歩行ラリーを通じ、初めて会った
ロータリアンを含む若者達が、寝食を共にし、共に

考え、共に議論し、共に検証する、といった一連の
流れの中で、人間の幅を広げ、またリーダーシッ
プに必要な創造力を養うことが出来ます。私もー
昨年は歩行ラリー参加者として、去年は実行委員と
して参加させて頂きましたが、参加初日の青少年達
の態度と歩行ラリーを行った後の１日目の夜や２日
目の顔つきが全く変わって来ます。最初は何でこん
な事やらなきゃいけないの～と不満そうな青少年も
沢山いますが、そんな人達もチームを作って歩行ラ
リーに挑戦する内に、見る見る積極的になり活き活
きと変化して行きます。ですので皆さんの会社の若
い社員さんで「もう一皮剥けたら…」という人材が
いらっしゃれば、必ず良い刺激になると思いますの
で、是非とも積極的にご参加ください。
　では具体的な予定ですが…
　１．日時：2019年２月２日（土）～３日（日）１泊２日
　２．場所：南房総市久枝（くし）582
　　　　　		岩井海岸　民宿甚五郎
　昨年度は阿部昭広会員。今年度も当クラブ黒岩会
員がＲＹＬＡ実行委員長となっておりますので、君
津ロータリークラブからは、青少年、参加ロータリ
アン、実行委員を併せて10名参加と言う多数の参
加を目標としました。是非ともご協力の程、宜しく
お願い致します。

クラブ協議会
委員会別上期活動方針
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

活動方針
　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。

活動計画
１．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。
２．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。
３．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

　親睦委員会の上期活動報告
です。まずは活動方針として
「楽しく魅力ある例会と親睦
活動を計画実施し、会員相互
のフェローシップを深める後
押しをする。忙しい仕事の合
間を抜けてでも出席したいと
感じる価値ある例会、ロータ
リーにする。それにより出席
率を向上させ、退会防止、会員増強に繋がるよう尽
力していく。」を活動方針としております。
〇上期としては、まず会員及び外部の卓話を定期的
に実施出来るよう計画しております。
〇またニコニコＢＯＸの発表ではＳ.Ａ.Ａ.との連携
により、今まで以上に例会終了時間を意識して
行っております。	　
〇親睦行事としては、９月29日（土）に「会員家族
親睦ボウリング大会＆食事会」の企画を予定して
おりますので多くの参加をお待ちしております。
〇また下期には姉妹クラブである甲府東ＲＣの創立30
周年記念式典が来年の5月25～26日開催されます。
皆様の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63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．会員増強月間で既存会員
の協力を得て、新規会員の
推薦を強化し増強を図る。
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

（発表）鈴木荘一副委員長
　物事は一事が万事。最初
が肝心。ロータリー情報は新
入会員にとって最初のロータ
リーとの出会いです。これから
のロータリー活動が新入会員
にとって人生にとっても有意
義に過ごせるように、魂込め
て自分自身の言葉で伝えたい。

公共イメージ向上委員会
大住昌弘委員長

活動方針
　ロータリーの目的を踏まえ
て、地域のクラブや会員へ情
報の伝達およびロータリアン
でない方々へ、ロータリーと
は「何をしているか」を伝え
つつ、ロータリーのイメージ
を向上させる。
　クラブホームページ、メ
ディア、会報等を通した、奉仕プロジェクト活動報
告（＊）の拡充を図り、地域社会の認知度を高め
る。（＊枝豆収穫祭等）ロータリーの公報誌「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、奉仕の理念を育むことを推進
する。

活動計画
１．クラブホームページの内容をより良いものとし
て、会員、さらに地域の閲覧者の増加を図る。
２．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。
３．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。



４．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、同内容の拡充を図る。
当委員会各委員が協力して、輪番性を原則としつ
つ、これにあたる。
５．ロータリーの友の記事内容について、当委員会
各委員持ち回りにて、各月例会において紹介する。
上期活動方針
　上記年度方針、計画に従い、各委員、他委員会と
連携し活動を進める。
　特に、クラブホームページの見直しを行い、当ク
ラブの公共イメージの向上を図る。

奉仕プロジェクト委員会
内山貴美子委員長

活動方針
　昨年に引き続き、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

　社会奉仕委員会の上期の活
動計画を発表します。
　活動としましては、例年通
りとさせて頂いておりますが、
１．君津警察署交通課による
卓話の開催（９月）
２．周西中学校１年生によ
る、君津駅前花植え事業の
実施（10月）
３．地域住民及び震災避難生活者を対象に枝豆収穫
祭の実施（10月）
４．きみつ愛児園のクリスマス会への支援活動
（12月）
５．歳末チャリティーの開催（12月）
　以上が上期活動計画となりますが、社会奉仕委員
会として地域社会との連携により魅力あるまちづく
りを実践して参りたいと思いますので、会員の皆様
のご協力を宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会
宮本茂一委員長

（発表）川名正志副委員長
上期活動計画
①古着を集めて貧しい国に送
り届けたい。出来れば賛同
されるクラブと合同で送る
国を定めて長く続けたい
②アフリカ諸国には、水が足
りない。汚れた水で病気に
なる子供たちが沢山いる。
手段方法をよく考えて検討
したい。

以上２つの計画について、
今後１年目に、長期計画をまとめる。２年目に、活
動する仲間作り。３年目に、具体的な実施計画をた
て体制を整える。（あらゆる機関からの支援等も含
め考える）

職業奉仕委員会
時下俊一委員長

１．例年通り、12月～２月に
掛けて周西中学校、八重原
中学校、周西小学校の３校
にて出前教室を開催するこ
ととし、日程調整を行う。
２．「出前教室」の内容につ
いては新規講座開設も含め
て適宜内容をリニューアル
する。

青少年奉仕委員会
佐々木昭博委員長

　まず活動方針として「青少
年達へロータリーの考え方や
精神を理解してもらうべく積
極的に交流し、彼らの模範と
なるよう行動する。また未来
のロータリアンになり得る青
少年の育成を促進する為のプ
ログラムを企画立案する。そ
の場合は「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。となっています。
　上期はほとんど活動予定が有りませんが、唯一９
月に行われます「君津地方中学英語スピーチコンテ
スト」への協賛をしております。
　他、来年２月２日と３日に行なわれますＲＹＬＡ



セミナーへの準備、目標である君津ＲＣから10名
参加をめざして参加者の選出を進めて行きます。

ロータリー財団委員会
大川裕士委員長

・年次寄付150ドル/人とポリ
オプラスへの指定寄付30ド
ル/人の上半期寄付完了

・職業奉仕委員会の出前教室
への地区補助金使用

・11月のロータリー財団月間で
の卓話実施

・クラブの認証ポイントを活
用してポール・ハリス・フェ
ローの拡大

米山記念奨学会委員会
鈴木荘一委員長

　米山奨学金の周知理解の促進。特別寄付30万の協
力依頼目途を確定させる。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 次回は早くもガバナー公式訪問となり

ます。皆様よろしくお願い致します。
岡野　　祐	 次回の例会はガバナー公式訪問８月

22日です。皆様よろしくお願いします。
内山貴美子	 いよいよ次回の例会はガバナー公式

訪問です。皆様、協力しあって頑張
りましょう！

隈元　雅博	 昨日のきみつふれあい祭りに参加さ
れた皆さんお疲れ様でした。谷口会
員、西山会員、中野会員、藤平会
員、早見会員の奥様にお会いする事
ができましたが、暑さのせいか皆さ
んヘロヘロでした。暑さに負けず、
これからも共にロータリー活動も頑
張りましょう！

村上　　進	 皆様こんにちは。誕生日プレゼント
ありがとうございました。

福田　順也	 誕生日のお祝ありがとうございました。
黒岩　靖之	 業務の都合で早退させていただきます。
内藤　智介	 ぱぱさん運転代行を初めて昨日で丸

10年続ける事が出来ました。これか
らも良い時も悪い時も感謝を忘れず
に努力し続けます。ありがとうござ
います！！

坂本　直樹	 昨日は君津市民ふれあい祭り、いや
さか踊りへ会社として参加致しまし
た。暑い中でしたが、体調不良者、
ケガ人なく社内のコミュニケーショ

ンを図ることができました。
倉繁　　裕	 先週久しぶりに北海道に出張しまし

た。フライトは往復満席、夏休みの
家族連れも多く、千歳空港も盛況で
した。ただ、室蘭でも日中30℃と例
年になく暑く、避暑を求めてこられ
た方には期待外れだったと思います。

時下　俊一	 暑い日が続いています。ついにこの
土日は、ひたすら室内にこもってい
て夕方以降のみ、屋外に出ることと
し、日曜日は新聞すら外に取りに行
かずに過ごしました。

吉田　雅彦	 台風や暑さの被害が何も無いことを
願っております。当たり前のこと
が、当たり前でなく、日々感謝して
いきたいと思います。

大住　昌弘	 先週末は、墓参りのついでに娘たち
と合流し、京都に行って来ました。
頭がのぼせあがるような気温でし
た。もっぱら食べることを優先し、
鱧（ハモ）づくしの京料理と朝がゆ
を料亭でいただきました。日ごろの
つましい生活とメリハリのある贅
沢！しばらく家内平和が保たれそう
です。

大森　俊介	 誕生祝ありがとうございました。暑
い日が続きますが、皆様、お体ご自
愛下さい。

廣田　二郎	 フーチン君の誕生祝ありがとうござ
います。彼も28才になりました。そ
の内奥さんがベトナムから来る予定
です。（子供も一緒に）

喜多見　貴	 暑い日が続き夏バテぎみなので体調
に注意していきたいと思います。

中野　賢二	 昨日は、君津市民ふれあい祭りに地
元の坂田自治会のお手伝いで参加し
ました。例年は、自分もおどってい
たんですが、今年は全体を歩いてみ
て、おどり手が減ったような気がし
ました。来年は増やしたいですね。

遠田　祐治	 ８月４日社内で夏祭りをやりまし
た。例年は寮のフットサルコートで
バーベキューをやるのですが、今年
はホテルの宴会場を借りました。す
ずしく、準備や後かたづけも楽でし
た。これもありかなぁと思いました。

谷　　浩司	 ８月５日から高校野球の夏の甲子園
大会が始まりました。負けたら終わ
りの中、高校球児達はこの酷暑の中
がんばっているのを見ると勇気をも



らえます。今年度の上期の活動計画
を胸にがんばりますので、今一度よ
ろしくお願いします。

荒井潤一郎	 暑さに負けずに頑張ります。
宮嵜　　慎	 今日は、広島に原爆が落とされた

日。広島に祈りを捧げると共に世界
の平和を祈りたいと思います。親睦
委員会よりお知らせです。９月29
日は、親睦ボーリング大会がありま
す。皆様の参加を、お待ちしており
ます。

平野　寛明	 きみつふれあい祭りに参加された方
暑い中大変お疲れ様でした。

佐々木昭博	 本日はRYLA（ライラ）セミナー開
催案内の告知をさせて頂き有難う御
座いました。多数ご協力をお願いし
ます。

猪瀬　　浩	 まずは皆様には富津市民花火大会に
多大なるご理解、ご協力を頂きまし
てありがとうございました。しかし
ながら、台風12号の接近が予定当
日、ど真ん中の予報が出たため、安
全等を配慮して中止の判断をさせて
頂きました。申し訳ありません。現
在既にかかってしまった費用等の決
算を行っているところですが、残っ
た金額については来年に繰り越させ
て頂ければと思います。来年こそは
夜空に大輪を咲かせたいと思います
ので、変わらぬご支援をよろしくお
願いします。

芝﨑　　均	 君津ロータリークラブに入会させて
いただきまして、ありがとうござい
ます。ご指導宜しくお願いします。


