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会長代理挨拶及び報告
倉繁　裕副会長

　2016年から人生100年時代と言われています。
　日本では、2017年平均寿命（0歳児の生存期待
値）が、男性81.1歳、女性87.1歳。
　因みに、この50年間の間に、男性は13年、女性
は14年平均寿命が延びています。
　100歳以上人口が、2018年；7万人、人口1万人あ
たり5.5人とのことです。
　将来、（2050年の平均寿命は、男性84歳、女性
90歳、）2050年の100歳以上人口；45万人、人口1
万人あたり41人、との推定値があるそうです。
　見方を変えると、
　1960年生まれ100歳以上確率：男性5％、女性17％
　1970年生まれ100歳以上確率：男性6％、女性19％
　特に女性の100歳以上が珍しくなくなることが想
定されています。
　健康寿命と平均寿命の差が、足元、男性9歳、女
性12歳。（健康寿命：日常生活が制限されること
なく生活できる期間。）
　一方、１８歳人口が、足元117万人が、2031年に
99万人と100万人割れに。（各種データソースから
引用）
　企業の人的戦力確保：健康な高齢者の戦力をさ
らに活かしていく。企業では、足元、定年60歳か

ら65歳への動き。そして、女性社員を生かしてい
く。女性活躍、女性新卒採用数拡大をさらに進め
る。
　個人の生活ﾊﾟﾀｰﾝ：定年後活動充実（学び直し、
仕事（奉仕）、趣味等）。
　企業の副業、兼業の解禁の動き。（高齢になって
活きるスキルを身につける）
　健康寿命を延ばすようにさらに健康づくり。
　会社としても、個人としても、変化を機会と捉え
て取組みを進めたいところです。

報　　告
１．6月6日(木)、ホテル千成にて第5グループ会
長・幹事会が開催されました。当クラブからは、
吉野ガバナー補佐、廣田グループ幹事、永嶌会
長、内山会長エレクト、岡野幹事、武田副幹事が
出席しました。お疲れ様でした。
２．6月8日(土)第22回君津市チャリティーゴルフ大
会第2回運営委員会に秋元ゆかり会員が出席しま
した。お疲れ様でした。
３．第12回理事会が6月3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）出前教室講師に外部講師を加えたらどうか？
(職業奉仕委員会より)	
＊出前教室は君津ＲＣと学校とのプロジェクト
であり、学校からの要望ではないので特に必
要性がない
＊他の団体の講師については、学校からの要望
があった場合、学校が直接要請するべきこと

３）親睦委員長の理事について	 	
＊親睦委員長を理事とし、理事会及びクラブの
活動を円滑に進めるようにする
＊細則の変更が必要なため全会員に連絡し審議
する

４）きみつ秋花火実行委員会　委員選出について
　平野会員にお願いする	 	
５）2018-2019年度監査日程及び懇親会開催につ
いて
　6月24日(月)17時～　事務局
　懇親会：和泉沢18時～



６）第22回君津市福祉チャリティーゴルフ大会
への賛助について
　例年と同じく3口（9,000円）を賛助します
７）第19回七夕まつり協賛について
　例年と同じく10,000円を協賛しました。
８）新入会員について
　原田健夫様（時下会員の後任）
　君津共同火力㈱常務取締役管理部長
　推薦者：倉繁会員
９）研修リーダーの委員会所属について
　次年度研修リーダー小幡会員はクラブ管理委員
会及び公共イメージ向上委員会に所属
10）枝豆収穫祭の開催日について
　開催日：10月12日（土）
　予備日：10月13日（日）
11）次年度クラブ定款およびクラブ細則について
＊定款の改正にともないガバナー事務所で翻訳
された推奨のものを採用。
＊10月頃、ＲＩより日本語訳された正式なも
のが届き、文言に相違があった場合は、次年
度で対応する。細則については会員の承認を
得て、理事の人数のみ変更する（親睦委員長
を理事に加える）

12）甲府東ＲＣとの交流会について
　日帰りが可能であり、多数の参加者を募るため
日帰りとする
13）その他
＊次年度各委員会で必要なものは、予算取りし
て各委員会にて購入
＊事務局のコピー機リース契約満期、引き続き
リース契約をする
　リース代金は、月11,772円→年11,772円となる
＊新理事会の日程について
　6月17日(月)夜間例会前17：20～
＊次年度第1回理事会
　7月1日(月)例会前11時30分～

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．6月12日(水)きみつ秋花火第1回実行委員会会議
が開催されます。
　　場　所：生涯学習センター101会議室
　　時　間：18時30分　
　　出席者：平野会員
２．6月14日(土)フェアウェルパーティが開催され
ます。
　　場　所：ザ・マンハッタン
　　時　間：受付17時30分　開会18時～20時30分
　　出席者：吉野ガバナー補佐・永嶌会長・黒岩Ｒ

　　　　　ＹＬＡ委員長・岡野幹事
３．本日、次年度委員長より活動計画を発表して頂
きます。発表した内容は次年度活動計画書に掲載
させて頂きますので、原稿を事務局までメールに
て送って下さい。原稿提出の締切日は本日となっ
ております。宜しくお願い致します。
４．次週は夜間例会です。今年度最後の例会となり
ます。ご出席いただきますよう宜しくお願い致し
ます。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．ロータリー希望の風より「風の便り」
４．ＲＬＩ卒業コースを終了した吉野会員と宮本会
員の写真
５．第15回ロータリー日韓親善会議2019の案内

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(6月号)
３．ロータリ―の友(6月号)　
　掲　載
　P7：第5グループガバナー補佐　吉野会員
　P12：新ロータリアン（楠原会員・薮会員・篠塚会員）
４．第5グループ親睦ゴルフ大会の写真

甲府東RCご挨拶
岸本様、野沢様、小澤様

甲府東RC 岸本会長/小澤30周年実行委員長/野沢幹事

副会長退任ご挨拶
倉繁　裕副会長

　副会長、1年間、務めさせて
頂きました。永嶌会長、岡野
幹事、内山会長ｴﾚｸﾄはじめ、
関係の皆様にたいへんお世話
になりました。ありがとうご
ざいました。
　副会長として、会長代理の
機会が、例会2回、その他2回



ありました。
　その中で、たいへん印象深かったことが、周西中
学校の卒業式の参列でした。校歌の歌詞に「鉄の
町、世界の君津、その誇り高く掲げて」のフレーズ
があることを初めて知ると共に、製鉄所の存在に関
する地元のご理解とご協力が浸透していることの理
由の１つを新たに把握することができました。（週
報において述べましたように）
　2014年にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会させて頂き、会員の皆
様との交流、ﾛｰﾀﾘｰ諸活動、そして今般の副会長の
機会を通して、製鉄所構内で特に技術系の業務に長
らく携わっていただけでは、十分に認識できていな
かったことを、改めて理解する、理解を深めること
が、おかげ様で、できています。
　今後とも、ﾛｰﾀﾘｰ活動に携わり、そういった理解
にもとづき自ら行動しながら、皆様と末永く、益々
の共存共栄ができますよう、微力ながら取組んでま
いります。

委　員　会　報　告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」6月号の紹介

小川哲也委員
◆横組み
Ｐ７～クラブ「広報力」
　　　印象に残るロータリーのつくり方
＊広報とパブリックリレーションズ（ＰＲ）の違い
　広報は、一方的な情報発信。
ＰＲは、相互に利益のある関係を築く戦略的なコ
ミュニケーションのプロセス。
＊ＰＯＩＮＴ１：広報と広告の違いは発信者
①広報は取り上げたメディアが情報の発信
②広告は掲載を依頼した広告主（クラブ）が情報
の発信者

＊ＰＯＩＮＴ２：広報には事前準備が大事
①振り返らせる「仕掛け」（奉仕活動）をまず企
画する
②知らせたい情報を拡散させる「仕組み」をつ
くっておく

＊ＰＯＩＮＴ３：媒体の特性を考慮する
①自クラブ情報の貯蔵庫であるウェブサイトか
ら、各種媒体に展開し、より多くの人に見ても
らう
②性質の異なる媒体で転載内容を使い分ける
＊媒　体
①ポスター　②のぼり・旗　③うちわ　④ステッ
カー　⑤クリアファイル　⑥配布物　⑦風船

Ｐ16～2019年規定審議会の報告

◆縦組み
Ｐ４～サッカーで見る世界観（横浜ＦＣ協会奥寺康彦氏）
＊P4～P5　　
・日本のサッカー界にプロのシステムができて今
のような隆盛が始まった。
・筆者はドイツのブンデスリーガーに入ったが、
最初の監督（バイスバイラー監督）との出会い
で入団できることになり、人生が変わった。

＊P6～
・言葉が通じないなかではプロとして結果を出す
しかない。
・そのために、まずは自分自身で成長していく。
自分で感じ取って、そして考えて試合を組み立
て、サッカーを進める。

＊P8～
・監督から「遠慮せずに自分を出せ」と言われた。
・それは、「自分さえ良ければいい」とは異なる。
・まずは自分という個を確立してこそ、チーム全
体の戦いが成立する。
・自分で考えて自分のサッカーをするようになっ
て世界観が広がった。
・世界観は世界のどこにいても広げられる。若い
人に頑張って欲しい。

プ　ロ　グ　ラ　ム
次年度タイム「増やそうロータリーの手」

内山貴美子会長エレクト
１．2019-2020年度　国際ロー
タリー会長　マーク・ダニエル・
マローニー
テーマ「ロータリーは世界をつ
なぐ」ROTARY	CONNECTS	
THE	WORLD
１．ロータリーを成長させる
２．家族を参加させる
３．ロータリーのリーダーに　
　なる道を
４．国際連合との歴史的な関係に焦点を置く
２．2019-2020年度　国際ロータリー2790地区
　　諸岡靖彦ガバナー
　スローガン「ロータリーから千葉を元気に」
　地区を元気にするための目標として地区3,000会
員、300女性会員、30会員未満のクラブ基盤強
化、3クラブの新設
３．2019-2020年度　君津ロータリークラブ活動方針
　テーマ「増やそうロータリーの手」
　本年度は元号が平成から令和に代わり、オリン
ピック開催の直前年度ということでロータリー活
動においても会員皆様方のモチベーションも今ま
で以上に上がる年度になると思います。



　さて、私の今年度のテーマは「増やそうロータ
リーの手」です。人には、２本の手があります。
一つは物をもらう手、そしてもう一つは物を与え
る手です。人はどれだけ得たかではなく、どれだ
け多くをその手で与えたかが大切です。私たち
は、できるだけいろいろな価値、体験、教育等多
くのものを吸収し、それらを与えることのできる
立派なロータリアンとし成長していきたいと思い
ます。又、これらを受け取った人々が、成長し、
次はその手を差し伸べられる立派なロータリア
ン、協力者、理解者となり、その手で国際ロータ
リー	マーク・ダニエル・マローニー会長のテー
マである「ロータリー世界をつなぐ」を実践して
いけば世界平和もそう遠くありません。まずは身
近な家族、職場、友達、地域社会から手をつない
でいきましょう。そして君津ロータリーのつなぐ
手をもっともっと増やしましょう。
　引き続き４つのテストの唱和、周りの人が可能
な限り最大限を達成できるような社会奉仕活動
の実施し、「ロータリーは世界をつなぐ」及び
「ロータリーから千葉を元気に」の実践をしま
しょう。そして、クラブ戦略計画を作り、暖か
く、受け入れやすいクラブを目指していきましょ
う。皆さん共に頑張りましょう。どうぞ、１年ご
支援ご協力よろしくお願いいたします。

　では、次年度各委員長より次年度活動方針につい
て発表して下さい。
　なお、内容については次年度活動計画書に掲載致
します。

ニコニコＢＯＸ
倉繁　　裕	 甲府東ロータリークラブ30周年おめ

でとうございました。本日のご来訪、
誠にありがとうございます。かずさマ
ジック、南関東大会、投打がうまくか
みあわずに、対ホンダ狭山戦、連敗
し、第３代表決定戦に突入ですが、
さらにチームワークを発揮して、東京
ドーム進出決めてほしいものです。

岡野　　祐	 甲府東ロータリークラブ岸本様、小
澤様、野澤様ご来訪ありがとうござ
います。30周年記念式典とても楽し
かったです。

岸本　　務	 甲府東ロータリークラブ30周年記念
例会式典に多くの皆様が出席してい
ただき、誠にありがとうございまし
た。お陰様で、盛大に終ることができ
ました。感謝です。

野澤　英彦	 先日の甲府東RC30周年記念式典に

は、多くの会員の皆様にご出席いた
だきありがとうございました。9月の
合同例会でまたお会いしましょう。

小澤　一昭	 30周年記念式典では大変お世話にな
りました。ご臨席いただきありがとう
ございました。

内山貴美子	 本日は次年度タイムご協力ありがと
うございました。甲府東ロータリーク
ラブの皆様、本日は来訪ありがとう
ございます。私も昨日、中野会員と
富士子デラックスこと武田会員と甲
府にさくらんぼ狩りに行って参りまし
た。甲府はすばらしい所ですネ！今
後とも交流宜しくお願いします。

隈元　雅博	 甲府東RC会長　岸本様、幹事　野
澤様、30周年実行委員長小澤様、よ
うこそ君津RCへ！先日の30周年式典
では大変な歓迎、本当にありがとう
ございました。君津クラブの50周年
にてお返しさせて頂きます。地域の
為、世界平和の為に共にロータリー
活動を頑張りましょう！！

藤平　洋司	 誕生日プレゼント、ありがとうござい
ました。

大川　裕士	 甲府東RC会長　岸本様、幹事　野澤
様、30周年実行委員長　小澤様、来
訪ありがとうございます。式典当日は
大変お世話になりました。次年度９
月に予定しています合同例会、よろ
しくお願い致します。本年度ロータ
リー財団委員会の委員の皆様、１年
間委員会活動にご協力頂きまして、
ありがとうございました。

宮本　茂一	 甲府東ロータリークラブの皆様、30
周年記念手厚く招いていただきあり
がとうございました。君津ロータリー
クラブの50周年よろしくお願いいた
します。写真、いただきました！！

小川　哲也	 今年度最後の“ロータリーの友“の報
告をさせて頂きました。野球応援の
有無で、できるか？どうか？心配でし
たが無事に終わりました。明日の野
球勝利を祈ります！！

早見　秀一	 甲府東RCの皆様、ようこそ君津RC
へお越し下さいました。誠にありが
とうございます。また、30周年記念
例会の際は、大変お世話になりまし
た。重ねてお礼申し上げます。

福田　順也	 甲府東ロータリーの皆様、いらっしゃ
いませ。先日は、大変お世話になりま



した。ありがとうございました。
坂本　直樹	 本日はロータリー財団委員会の次年度

活動方針を発表させていただきました。
皆様のご協力をお願い致します。

黒岩　靖之	 甲府東RC岸本様、野澤様、小澤様、
ようこそ君津へお越しくださいまし
た。先日の貴クラブ30周年式典では
大変お世話になりました。本日はご
ゆっくりとおくつろぎ下さい。

喜多見　貴	 土曜日に会社の女性社員の自宅新築
祝いに行ってきました。その家の５
歳の子供と遊んでいたら、「おじい
ちゃん」と呼ばれてしまいました。子
供は正直です。ショックでした。

赤星　哲也	 甲府東RC岸本様、野澤様、小澤様、
ご来訪ありがとうございます。倉繁
副会長、ご苦労様でした。

前田　　亮	 かずさマジック、昨日は残念でした。
明日第三代表決定戦、皆で応援しま
しょう。

楠原　義章	 梅雨に備えて我が家（単身赴任寮で
す）の湿気対策として、人生で初め
て「除湿器」を購入しました。４Lの
水が入るタンクがものの数時間で満
杯になり、自分が思いの他うるおい
のある生活をしていることに気付か
されました。洗濯ものもすぐに乾きま
すのでおススメです！！

谷口　弘志	 昨日のかずさマジックの第二代表決
定戦は、延長の末で惜敗でした。明
日の第三代表戦は、強敵ですが是非
ともドーム出場を決めて欲しいと思
います。

茂田　秀和	 記念日にお花、いただきました。すん
ごいアジサイできれいです。ありがと
うございました。結婚20周年に花を
そえていただきました。これからも、
世界平和より家庭平和を目指してが
んばります。

芝﨑　　均	 先週、地元の回覧板で4つの中学校が
統合となるのにともない、新たな校
章の募集がありました。人口減少に
何か打つ手はないのでしょうか？

廣田　二郎	 6月6日に第4回会長幹事会が終了し
て、第5グループの最後の行事が終了
しました。吉野ガバナー補佐、お疲
れ様でした。また，ホストクラブとし
て永嶌会長、岡野幹事、高島さん、
ご協力ありがとうございました。

中村　圭一	 マジックは昨日は惜しくも第二代表

をのがしてしまいました。本日は恵み
の雨。明日、なんとしても勝利の喜び
をわかちあいたいものです。皆さん、
応援しましょう！

坂井佳代子	 6月9日は私の記念日（結婚記念日）
でした。ロータリーからきれいなあじ
さいのお花をいただきました。ありが
とうございました。

大森　俊介	 甲府東RCの皆様、ようこそ君津RC
へ。ありがとうございます。かずさマ
ジック頑張れ。

大浦　芳弘	 先週30℃を越えたかと思うと本日の
最高気温は18℃の予報です。本格
的な梅雨空も続くとの予報も出てい
ます。体調管理に気をつけていきま
しょう。

吉田　雅彦	 甲府東RCの岸本様、野澤様、小澤様、
ご来訪ありがとうございます。お足元悪
い中、本当におつかれ様です。

宮嵜　　慎	 甲府東RCの皆様、来訪ありがとうご
ざいました。30周年記念式典では、
大変お世話になりました。本日、途中
で早退で失礼いたします。

篠塚　知美	 梅雨に入りました。焼き鳥屋はお客
様の来店が少ない時期です。雨にも
負けないお店作りが必要ですよね。
甲府東RCの岸本様、野澤様、小澤
様、遠い所君津RCへのご来訪ありが
とうございます。

秋元ゆかり	 岸本会長、野澤幹事、小澤委員長、
ようこそ君津ロータリークラブへ。こ
れからも宜しくお願い致します。

遠田　祐治	 かずさマジック、今年は1塁側では勝
てないことがわかりました。あすは3
塁側、負けません！

別府　明人	 マジック、明日決めましょう！
川名　正志	 所用の為、早退致します。
薮　　　武	 昨日の朝、君津駅北口の花壇を見に

行きました。綺麗に咲いた花を見て
嬉しくなりました。また、赤い日々草
の中に1人咲く白い花もこれも良しと
思いました。

内山　雅博	 甲府東RCの皆様、来訪ありがとうご
ざいました。梅雨に入りました。適度
な雨は必要ですが…近々ゴルフの予
定があります。ゴルフは快晴のもと
やりたいものです！

中野　賢二	 昨日、商工会議所福利厚生委員会の
親睦旅行で山梨へ行ってきました。
さくらんぼのお土産食べて下さい。



また、バスの中で配布した「シル
バー川柳」が好評でしたので配りま
した。PS.私が苦労して買ってきたさ
くらんぼは美味しかったでしょうか？
食べても大丈夫です。私は恩きせ
がましい事を言うのが嫌いな人間で
す。話は変わりますが、「きみつ七夕
まつり」の協賛金、まだまだ集めてお
りますのでよろしくお願い致します。

武田富士子	 甲府東RCの岸本会長、野澤幹事、小
澤30周年実行委員長、ようこそ君津
へお越しくださりました。先日は大変
お世話になりました。ありがとうござ
いました。実はその日より3週続けて
山梨へ出向きました。先週と昨日は
さくらんぼ狩りです。美味しいさくら
んぼいっぱい食べて来ました…。皆
様にもおすそ割けをしなければいけ
なかったのですが財布の中身が空っ
ぽで購入出来なかったのですが…！！
昨日、一緒に行った中野さんがさくら
んぼを、内山貴美子さんが信玄棒を
皆さんにとお土産を買ってくださっ
たので良かったな～と思いました。
すみません、私は気持ちだけとなっ
てしまいました。次回、山梨行きがあ
りましたら何か差し入れしますね！！
でも、忘れてしまいそう？

	


