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永嶌　嘉嗣会長
それでこそロータリー

〈来訪ロータリアン〉
花岡　龍介（東京神宮ＲＣ 会長）
海老原雅之（東京神宮ＲＣ 幹事）
加藤　弘之（　　 〃 　　）
中野　秀嗣（　　 〃 　　）
吉川　敏孝（木更津ＲＣ 会長）
杉井　義行（木更津ＲＣ 親睦委員長）
重城　敬子（　　〃　　）
能城　京子（　　〃　　）
窪田　　謙（富津シティＲＣ）
立石　泰之（　　 〃 　　）

〈小・中学校の先生〉
朝生　光明

（君津市立周西中学校 校長）
伊藤　　亮

（君津市立周西中学校 教頭）
飯島　盛曜

（君津市立周西中学校 教務主任）
川名　教子

（君津市立周西中学校 教諭）
須藤　絵里子

（君津市立周西中学校 教諭）
岸　　教男

（君津市立八重原中学校 校長）
小川　浩技

（君津市立八重原中学校 教諭）
〈会員社員様〉
向井　明美（木信産業㈱）
釜谷　玲子（　　〃　　）
岡田　智子（三島光産㈱）
白石　幸子（新日鐵住金㈱）
永瀬　愛美（　　  〃 　　）
三木　絢加（㈱テツゲン）
森田　弘美（　　〃　　）
牧野　邦江（濱田重工㈱）
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秋元ゆかり（㈱ Le lien 代表取締役）
〈会員ご家族〉
永嶌　麻美（永嶌会長 / 令夫人）
岡野玖瑠実 （岡野会員 /ご令嬢）
早見　征子（早見会員 / 令夫人）
藤田　雅恵（内山会員 /ご令妹）
石川　和子（石川会員 / 令夫人）
阿野　美保（石川会員 /ご令嬢）
阿野好太郎（石川会員 /ご令孫）
川村　優子（近藤会員 /ご令嬢）
坂本　麻子（坂本会員 / 令夫人）
坂本　羽菜（坂本会員 /ご令嬢）
坂本宗仁郎（坂本会員 /ご子息）

〈スペシャルゲスト〉
マジシャン大輝
佐々木昭博会員
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会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
　本日は会員家族親睦夜間例会にお集まりいただき
ありがとうございます。今期会長を務めさせていた
だいております永嶌です。日頃は我々ロータリアン
の活動を支えていただきますことを感謝申し上げま
す。ロータリアンはそれぞれの会社を代表してたま
たま何かの縁でここに集まっていますが、わけのわ
かったようなことを言いながらけっこう自分勝手で
す。おそらく自分の家庭や会社でも自分勝手にふる
まっているのではないかと思います。私も人のこと
は言えないのですが自分勝手です。でも宮本さんほ
どではありません。また私を含めて多くの会員がア
ルコール依存症です。しかも少し認知症も入って方
もお見受けします。お酒を飲んだ時の様子で分かり
ます。きっとかなりのご迷惑をおかけしていること
と思います。会員に変わりましてこの場を借りて深



くお詫び申し上げます。でもおそらく反省して生ま
れ変わるのは無理だろうと考えますのでそれは期待
しないようにしましょう。
　今日は会員は脇役で御家族や社員の方々、また日
頃のロータリー活動にご協力をいただいている方々
が主役です。どうか心から楽しんでいただきますよ
うお願いいたします。他クラブの方々もどうか気楽
に楽しんでくださいますようお願いいたします。ま
たOBの方々も昔話に花を咲かせながらロータリー
の精神を現役会員に御伝えください。不本意な別れ
を強要された仲間もいましたが、それにも負けず君
津ロータリークラブはますます元気で楽しいクラブ
に成長しております。これもおあつまりの皆さまの
お引き立てのたまものと感謝しております。今後も
自分勝手なロータリアンを支えていただきますよう
心よりお願い致します。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。

報　　告
１．12月10日例会終了後、被選理事会を開催し次
年度理事の委員会所属および、ロータリー財団委
員長が承認されました。
	 　社会奉仕委員長　　　　茂田秀和会員
	 　国際奉仕委員長　　　　大住昌弘会員
	 　青少年奉仕委員長　　　宮嵜　慎会員
	 　職業奉仕委員長　　　　西山　肇会員
	 　ロータリー財団委員長　石川夕伎夫会員
宜しくお願いします。
２．本日、周西中学校の出前教室に参加された講師
の皆様　お疲れ様でした。次回の新年初例会にて
職業奉仕委員会より報告をお願いします。
＊なお、1/19八重原中、2月に周西小を予定して
おります。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞	
　①1月3日(木)休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
　②1月17日(木)休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
＜袖ヶ浦ＲＣ＞
　①1月7日(月）点鐘：18時
　　内容：新年夜間例会
　　場所：レストラン菜心味
　②1月14日(月)休会（祝日の為）
　③1月28日(月)休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
２．12月25日(火)きみつ愛児園クリスマス会開催。
　集合：きみつ愛児園（10:20）
出席：永嶌会長・岡野幹事・大森社会奉仕委員

長・茂田社会奉仕副委員長・福田会員・

村上会員・宮嵜会員（計7名）
３．同じく25日に本日のオークション売上げを千
葉県共同募金会君津市支会の歳末たすけあい募金
へ募金。
　集合：君津市役所１階(13:10)
出席：永嶌会長・岡野幹事・大森社会奉仕委員

長・茂田社会奉仕副委員長
４．次回の例会は1月7日の新年初例会は夜間例会。
　プログラム：還暦・年男の方に抱負発表
対象者：黒岩会員、福田会員、宮嵜会員、村上

会員、中野会員、藤平会員
＊発表内容は週報に掲載、原稿を事前に事務局まで
メールにて提出
５．1月7日(月)、例会前17時15分より第7回定例理
事会開催
　対象者：理事、役員

〈回　覧〉
１．第5グループIMの出欠の案内

〈配布物〉
１．例会プログラム

退会セレモニー
退会のご挨拶

阿部昭広会員　
　皆さん、こんばんは。
　人前で話をするのも随分と
久しぶりなのですが、この
度、個人的な理由によりまし
て、君津ロータリークラブを
退会させていただくことにな
りましたので、最後に一言ご
挨拶をさせていただきます。
　私は、2005年3月27日に、
君津ロータリークラブに入会をさせていただきまし
た。当時は樋田会長、廣田幹事の時代でした。当時
は、現在のように会員が多かったわけではなく、入
会して3年目にして廣田会長の年度で幹事を務めさ
せていただくことになる状態でした。パスト会長の
集いを開催すれば、順番に２回目の会長を務めなけ
れば次に繋がらないという深刻な悩みが話し合われ
ている時代でありました。
　そのような人材不足の折に入会した私は、2010－
11年度を迎えるにあたっては、さほどの経験を積む
間がなかったにもかかわらず、当然のように会長の
大役を引き受ける流れとなっていたのです。また、
偶然にもガバナー補佐の輩出もしなければならい年
度ということで、クラブ運営だけでなく4分区(現在
の5グループ)の行事の設営のお手伝いもさせていた



だくという貴重な経験をさせていただきました。
　その当時の一番の思い出は第4分区の親睦ゴルフ
コンペです。亀山湖カントリークラブで開催したコ
ンペで、私は一組目でプレーをさせていただき、
パーティールームで表彰式の準備をしているとき
に、大きな地震に遭遇しました。東日本大震災でし
た。ゴルフ場のテレビに映し出された津波映像が衝
撃的だったのを覚えています。携帯電話の通話が思
うようにできず、家族や会社との連絡が取りづら
かったため、参加された皆さまも早く帰りたいとの
ことでしたので、表彰式も賞品を渡すだけの短縮版
になってしまいました。実際の被害状況について
は、皆さまもご承知の通りです。
　また、インターシティミーティングでは、第2680地
区パストガバナーで尼崎西ＲＣに所属されている田
中毅様を講師にご招待し職業奉仕についての講演を
していただくことになりました。田中様を羽田空港
までお迎えに行き、君津までの途上でも熱心にロー
タリーについて教えていただきました。田中ＰＧは
「源流の会」の会長をされており、全国からロータ
リーについて学ぼうとする方々が集っています。今
年5月に尼崎で開催された「源流セミナー」にも全
国から80名以上のロータリアンが参加されたよう
です。
　昨年は、地区委員長も務めさせていただき、これ
も大きな思い出のひとつです。今年もRYLA実行委
員を拝命しておりますので、来年2月の本番までお
手伝いをさせていただきたいと思っています。
　このように沢山の思い出をくれたロータリークラ
ブ、そして皆さまのような素敵なロータリアンにめ
ぐり合わせてくれたロータリーには感謝でいっぱい
です。また、ロータリーに戻ってこれるよう、頑
張っていきたいと思います。
　君津ロータリークラブの益々の発展と会員の皆様
のご活躍を祈念しまして、退会に際してのご挨拶と
させていただきます。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 	今日は何とかワインをバザーで仕

入れたいと思いますので皆様あまり
とらないようにお願いします。

岡野　祐	 皆様のおかげで、今年度も半年終わ
りました。来年も、引き続きよろし
くお願い致します。

内山　貴美子	 いよいよ今年の例会も今日で終りで
す。皆様、来年もよろしくお願いし
ます。

井家上　進様	 新昭和の井家上です。参加を予定し
ておいたのですが、フード事業の関
係でイタリア本部とのスカイプでの

会議が急遽入り時差（8時間）の都
合でちょうど会の時間に重なり残念
ですが欠席させていただきます。お
誘いいただいたのに誠に申し訳あり
ません。盛会を祈念しております。

藤田　雅恵様	 毎年呼んでいただき楽しい時間を過
ごせてうれしいです。いつもの事で
すが、君津RCの人達は活気が有り
ますね。

宮本　茂一	 永嶌会長の奥様に御会いできて大変
嬉しいです！！今日奥様が楽しんで帰
れる様、心より熱い応援しておりま
す！！“しまちゃん”頑張ってネ

大川　裕士	 会員の皆様、1年間大変お世話にな
りました。2019年が実り多き年と
なりますよう！！ゲストの皆様来訪あ
りがとうございます。坂井佳代子

	 故	坂井正視夫人より、葬儀のお手
伝いへの感謝としまして、多額のご
寄付を頂きました。

谷口　弘志	 このところ寒い日が続いていますの
で、健康に留意しましょう。本日の夜
間例会で心身を暖めたいと思います。

佐々木昭博	 本年も皆さんお世話になりました。
忘年例会もしっかり楽しみましょ
う！本日は4つのテストの唱和をさ
せて頂き有り難う御座いました。

髙橋　雄一	 今日、社会奉仕活動に参加された会
員のみなさま、おつかれさまでし
た。今日、参加して頂いたお客様あ
りがとうございます。今年一年あり
がとうございました。

石川夕伎夫	 皆さん今晩は。本年はロータリー例
会にほとんど参加出来ず、奉仕活動
もせずに一年が過ぎました。大変申
し訳ございません。また、本年お世話
になりました。来年は新しい時代に
入ります。来年も宜しくお願い致しま
す。皆さん良い年をお迎え下さい。

西山　　肇	 本日、周西中学校で出前授業を行い
ました。生徒さんの進路選択の役に
少しでもたてば幸いです。

隈元　雅博	 本日は多くのロータリアンの仲間と
ご家族様、関係者の皆様、君津ロー
タリークラブの例会をぜひ楽しんで
いってください。これからもロータ
リー活動を頑張ってまいります。

坂本　直樹	 本年も残りわずかとなりましたが、
皆様には大変お世話になりました。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。



黒岩　靖之	 会員の皆さま、一年間お世話になり
ました。来年もよろしくお願いいた
します。本日は、当社から女性２名
参加させていただきます。

中野　賢二	 午前中、周西中学校の出前教室に
行ってまいりました。子供達に溶接
でスクラップロボットを作りました
が、みんな元気で、私まで楽しませ
てもらいました。

近藤　洋子	 悲しいお知らせにとても驚きまし
た。坂井さんには本当に良くしても
らいました。心よりご冥福をお祈り
いたします。

倉繁　　裕	 本日の忘年会を控えた最終例会、本
年も皆様お疲れ様でした。忘年会運
営の皆様、宜しく御願い致します。

遠田　祐治	 今日、出前教育、無事に終えること
ができました。おつかれ様でした。

赤星　哲也	 今日盛会を祈する会員家族親睦忘年
例会です。明日の仕事にさしつかえ
る程度に盛り上がりたいと思います。

谷　　浩司	 本日は本年最後の例会です。大いに
楽しいひと時を過ごさせていただき
ありがとうございました。来年への
栄気を養い、がんばります。

大森　俊介	 本日はチャリティーのご協力ありが
とうございました。そして今年１年
大変お世話になりました。来年も宜
しくお願いします。

秋元　政寛	 今年一年間お世話になりました。
色々なご縁に感謝いたします。来年
もよろしくお願いします。所用で早
退させていただきます。

福田　順也	 一年間お世話になりました。ありが
とうございました。

宮嵜　　慎	 東京神宮RC、木更津RC、富津シ
ティRCの皆様、ご来訪ありがとう
ございます。明年の皆様方のご多幸
とご健勝をお祈り申し上げます。

大浦　芳弘	 今年も半月を切りました。今年の
ロータリー活動を反省しつつ来年の
ロータリー活動に備えます。来年も
ロータリー活動頑張ります。

釼持　純一	 神宮RCの皆様いつもお世話になり
ます。本日の来訪ありがとうござい
ます。又、多くのお客様の来訪あり
がとうございます。

別府　明人	 今年１年お世話になりました。本日
は楽しくすごしましょう。

早見　秀一	 平成最後の忘年例会に妻と共に参加

させて頂きました。来年も引き続き
宜しくお願い申し上げます。

	



会員家族親睦忘年例会後の懇親会の様子／H30.12.17




