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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆様こんばんは！
　本日の夜間例会懇親会にご参加ありがとうござい
ます。
　本日は第1回目の夜間例会です。永嶌パスト会
長、岡野前幹事、退会されました三浦元会員、1年
間大変お疲れさまでした。そして今年度の役員の皆
様をはじめとする会員の方々これから1年間どうぞ
よろしくお願いします。
　私の職業分類は土木請負業ですが、どちらかとい
うと一般廃棄物収集運搬業務のほうに売り上げが多
くなります。そこで一般廃棄物の食品ロスについて
少し触れさせていただきます。
　皆さんは3010運動をご存じですか？福井県で始
まったおいしい福井食べ切り運動が、2000年代に
長野県松本市で市長が憂いて「市役所職員は、宴会
の最初の30分間は席について食べることに専念し
よう」と「30」運動を提案し、その後、市民にも
啓発しようと、最後の10分間に席に戻って食べき
ることを唱え「30・10」運動へと発展しました。
　私たちの市である君津市には宴会5個条があります。
①まずは、適量注文
②幹事さんからの「おいしく食べ切ろう」の声掛け
③328（みつば）運動で「食べきりタイム」
　乾杯後　32分間は、席を立たずに料理を楽しみ
ましょう！
　お開き　8分前になったら、自席に戻って、再度
料理を楽しみましょう！

④食べられない料理は仲間でシェアしましょう！
⑤それでも、食べられなかった料理は、お店の方に
確認して持ち帰りましょう！
　日本においての食品ロスの現状は毎年約600万ト
ンを超える食べ残しや味覚期限切れの食品ロスが発
生しており、1人1年あたりの食品ロスに換算する
と50㎏になり、毎日お茶碗1杯（約140ｇ）の食品
を捨てていることになります。
　世界中には飢餓に苦しんでいる人々がたくさんい
るにもかかわらず、私たちは食品ロスを行っていま
す。まずは、私たちできること、それはお料理の適
量注文で、皆で楽しく語りながら出されたお料理を
おいしく食べ切ることです。そしてそのおいしいお
料理の場でロータリーについて共に楽しく語りま
しょう。
　本日は楽しみましょう！

報　　告
１．7月1日に第一回定例理事会議が開催されました。
　①本年度の会費について　＊承認
上期年会費	 85,000
ＲＩ分担金（34ドル）	 3,672
地区分担金	 12,625
分区分担金	 3,500
Ｒ財団寄付（75ドル）	 8,100
Ｒ財団寄付/ポリオ（15ドル）	 1,620
米山奨学会	 7,500
ロータリーの友	 1,296
周年特別基金	 10,000
合　計	 133,313

下期年会費	 85,000
ＲＩ分担金（34ドル）	 3,672
地区分担金	 12,640
分区分担金	 2,500
Ｒ財団寄付（75ドル）	 8,100
Ｒ財団寄付/ポリオ（15ドル）	 1,620
米山奨学会	 7,500
ロータリーの友	 1,296
周年特別基金	 10,000
合　計	 132,328



②収支実績及び2019-2020年度予算書について
　6月30日現在実績　※異議なし
③取り引き先、銀行指定について（2019-20年度）
　千葉信用金庫	君津支店（会計　芝﨑会員）
④会計監査の選任について（2019-20年度）
　千葉銀行　内山雅博会員　前年度幹事　岡野会員
⑤クラブ例会、年間の休会について
　例会数　40回　休会日：12月30日、3月30日、
6月22日、6月29日
⑥新入会員について
　＊京葉銀行　喜多見会員7月1日付けで退会
　　後任の大木建樹様（54歳）
　　推薦者：黒岩会員
　＊ロータリー経験なし、R情報と入会式は7月
　22日に予定
⑦新入会員の委員会所属について
　原田健夫会員　公共イメージ向上委員会　
⑧日本のロータリー100周年記念ピンバッチ頒布
について　
　クラブで一括購入し配布する（予算：広報／単
価200円）
⑨甲府東RCとの合同例会について
　タイムスケジュールの変更について
　集合：6時50分　出発：7時
⑩2019年規定審議会参加報告の集い開催について
内山会長・小幡研修リーダーが出席する
⑪第一回クラブ協議会開催（ガバナー補佐来訪
日）について
　7月1日ガバナー補佐就任、訪問
　8月5日クラブ協議会（ガバナー公式訪問の予
行練習）
⑫第二回クラブ協議会開催（ガバナー公式訪問
日）について
　8月19日（月）公式訪問　袖ケ浦RCと合同開催
　＊会長方針・奉仕委員会委員長より活動方針発
　表（当日の次第は資料の通り）
⑬直前会長・幹事慰労会開催について
　7月8日　場所：ホテル千成　時間：18時～　
会費：7000円
　＊会員家族歓送迎会とし、案内先は会員家族・
　隈元年度退会者・100年バンド
　＊ホテル千成へお礼（1万円）
⑭甲府東RC初例会へ祝電について
　例年通り1000円の押し花電報とする（文字含
み：2600円程度）
⑮君津地方中学校スピーチコンテスト後援について
　例年通り１万円
⑯千葉県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動及び国連
支援募金運動について
　例年：例会場受付に募金箱を設置し募金を募る

（1ヵ月間）
⑰その他
　次回例会は、8月5日（月）例会前11時30分
　場所：ホテル千成

幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．明日7月9日(火)、君津市福祉チャリティゴルフ
大会が開催されます。
　　場　所：上総富士ゴルフクラブ
　　参加者：釼持会員・宮本会員・川名会員・
　　　　　　岡野会員・内藤会員・村上会員・
　　　　　　藤平会員・秋元ゆかり会員
　　　　　	（以上8名）
　　各スタート時間をご確認の上、ご参加下さい。
２．7月11日(水)、きみつ秋花火第3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２０２
　　時　間：18時30分～
　　出席者：平野会員	
　　宜しくお願いします。
３．7月20日(土)、米山記念奨学委員会カウンセ
ラー・米山奨学生研修会が開催されます。
　　場　所：三井ガーデンホテル千葉
　　時　間：16～18時
　　出席者：廣田会員
　　宜しくお願いします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報・第5グループ週報は次週まとめて
回覧致します
２．2020年ロータリー国際大会「ホノルル国際大
会」参加募集について
３．受付に開発途上国の薬物乱用防止の活動募金箱
を設置していますご協力ください。
４．ガバナー公式訪問及び合同例会・クラブ協議
会・懇親会の出欠の案内
５．今年度活動計画書の校正を回覧します。名前等
ご確認下さい。
　なお、各委員長には各委員会の計画について最終
校正を配布しますのでご確認の上、修正の有無に
ついて事務局　髙島までご連絡下さい。

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2019-20年度バッチ（内山会長より）



お　礼　贈　呈
永嶌嘉嗣直前会長

　君津ＲＣからホテル千成へ

副幹事就任挨拶
福田順也副幹事

　この度、2019-2020年度、
当クラブの副幹事を、拝命し
ました福田水道の福田です。
身の引き締まる思いです。精
一杯努めてまいりますので、
会員の皆様のご協力を、宜し
くお願い申し上げます。
　釼持パスト会長に勧めら
れ、鈴木パスト会長の年度に
入会しました。内山年度は、5年目になります。
　2019-2020年度のマーク・ダニエル・マローニRI
会長は『ロータリーは世界をつなぐ』のテーマの
下、ロータリーの奉仕を通じて有能で思慮深く、寛
大な人々が手を取り合い、行動を起こすためのつな
がりを、築いていこうと述べています。第2790地
区の諸岡康彦ガバナーは、『ロータリーから千葉を
元気に』を、当クラブ内山貴美子会長は『増やそう
ロータリーの手』をテーマとされました。
　それぞれテーマを胸に、一年間、会長、幹事のサ
ポート、そして次年度に向けて、一生懸命がんばりま
す。宜しくお願いします。ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子	 永嶌直前会長、岡野前幹事及び前年

度の役員の皆様、1年間お疲れ様で
した。本日は慰労夜間例会です。楽
しみましょう。三浦元会員本日は来
訪ありがとうございました。

武田富士子	 三浦さん、お久しぶりです。おいで
くださりありがとうございます。直
前会長永嶌さん、副会長倉繁さん、
幹事岡野さんお疲れ様でした。本年
度を継承をしていく身としては、気
が重いものですね。直前役員の方々
の清々しいお顔に対して自分の顔が
暗くなっている事に…。皆様、愛あ

るご指導をよろしくお願い致します。
大森　俊介	 永嶌直前会長、岡野直前幹事1年間

お疲れ様でした。内山会長、武田幹
事１年間宜しくお願いします。

坂井佳代子	 永嶌直前会長、岡野直前幹事お疲れ
様でした。皆様より（君津ロータ
リークラブ様より）お礼をいただき
ました。ありがとうございました。

大浦　芳弘	 例会に遅れて申し訳ございません。
内山会長のもと、ロータリー活動ガ
ンバリます。

黒岩　靖之	 永嶌直前会長、岡野直前幹事1年間
お疲れさまでした。本日はおおいに
楽しみましょう。

秋元　政寛	 先週はお休みしてすみませんでし
た。永嶌前会長、岡野前幹事大変お
つかれ様でした。内山会長、武田幹
事これから一年間よろしくお願いし
ます。

秋元ゆかり	 永嶌直前会長、岡野幹事大変お疲れ
様でした。

阿部　正雄	 直前会長、幹事一年間ご苦労様でし
た。今年度の内山会長、幹事他役員
の方一年間頑張って下さい。特に初
の女性会長、幹事素晴らしい活躍を
期待しています。

猪瀬　　浩	 7月第1例会に出席出来ず、すみませ
んでした。7月に入り、富津市民花
火大会開催に向けてバタバタな毎日
ですが、皆様に楽しんで頂けるよう
に頑張ります。

	 PS.協賛金を頂きました皆様へ、感
謝申し上げます。皆様からのご厚志
を元に富津の海に直径500ｍの華を
咲かせますので、良かったら会場ま
で足をお運び頂ければと思います。

大住　昌弘	 先週、ロータリー財団委員会より通
知があり、当クラブの地区補助金の
申請プロジェクト「スリランカの子
供たちにきれいな水を」がパスしま
した。コスモス奨学金を通じた簡易
浄水器の寄付、出前教室や枝豆収穫
祭等の機会でのクラブの奉仕活動へ
の関わり等公共イメージの向上の２
本立てとなっています。職業奉仕委
員会や社会奉仕員会、公共イメージ
向上委員会、他皆様のご協力を宜し
くお願い致します。

岡野　　祐	 本日は慰労会を開いて頂き、ありが
とうございました。次年度もロータ



リー活動を頑張っていきますので、
どうぞよろしくお願い致します。

小幡　　倖	 永嶌直前会長、岡野直前幹事一年間
お疲れ様でした。お陰様でクラブの
歴史が積み上がり、新たな年度にバ
トンが渡されました。感謝です！！

隈元　雅博	 永嶌さん、岡野さんおつかれ様でし
た。これからも共にロータリー活動
を頑張りましょう。

倉繁　　裕	 永嶌前会長、岡野前幹事、お疲れ
様でした。内山会長、武田幹事よろ
しくお願いいたします。週末は、製
鉄所本館で、N自動車展車会が開催
されましたが、最近、米国自動車の
販売台数に“天井感”が見られるそう
で、今後の国内自動車の鉄需要量へ
の影響にも注視が必要と思われます。

佐々木昭博	 永嶌直前会長、岡野直前幹事1年間
おつかれ様でした。今夜はしっかり
と慰労したいと思います。

鈴木　荘一	 永嶌会長、岡野幹事1年間おつかれ
様でした。

谷口　弘志	 永嶌前会長、岡野前幹事大変お疲れ
様でした。今日は存分に飲んで下さ
い。朝日新聞の回し者ではないです
が、前回、朝日新聞社の社旗が東京
本社と大阪本社では朝日が左から昇
るか右から昇るか違いがあることに
言及しました。もう一つの豆知識と
して、「朝日新聞」ロゴの「新」
の字には“ひつじ”が二匹隠れていま
す。新聞で捜してみて下さい。

永嶌　嘉嗣	 ようやく痛風が治ってきました。今
日はあまり飲みません。

平野　寛明	 永嶌直前会長、岡野直前幹事1年間
ご苦労様でした。

福田　順也	 内山年度はじまりました。ロータ
ロー活動がんばりましょう。

宮本　茂一	 永嶌前会長、岡野前幹事本当におつ
かれさまでした！！とても良くできま
した。星3つです。

村上　　進	 皆様こんばんは。前年度の会長・幹
事はじめ役員の皆様お疲れ様でし
た。今年度も宜しくお願いします。

薮　　　武	 初めての夜間出席です。楽しみたい
と思います。あらためまして、皆様
よろしくお願いします。

髙橋　雄一	 永嶌前会長、岡野前幹事大変おつか
れ様でした。
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