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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　皆様本日は花抜きご苦労様です。私間違いなく今
期会長の永嶌です。自分でもつくづく思うのです
が、このような格好はさまになりません。いつもは
ロータリークラブの例会に参加するときは病院の正
門から出てくるのですが、今日のようなときはこっ
そり裏から出るようにしています。ですが少数のめ
ざとい職員に見つかり、遠慮ないものは指をさして
笑いをこらえています。配慮のできる職員は気の毒
そうに小さな声でご苦労様ですと挨拶してくれます
が、はっきり言って恥ずかしいです。ちなみにサン
グラスは、私白内障の手術を受けており、昼日中に
外で活動するときは必需品です。おそらく私ほども
力仕事はしていないのに作業服姿が板についている
宮本さんは羨ましいです。皆様のご協力もあり今年
はいつも以上にきれいに咲いている花々ですが、ま
たまだまだ花盛りですが日程上仕方ありません。本
日花抜きとさせていただきます。皆様ご協力をよろ
しくお願いいたします。以上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．第6回きみつ秋花火実行委員会が9月12日

（水）に開催されました。
　　当クラブからは、平野会員が出席されました。

お疲れ様でした。
２．9月13日（木）周西南中学校区運営協議会が開

催されました。
　　当クラブからは、岡野幹事が出席されました。

お疲れ様でした。
３．9月14日（金）東京神宮RC25周年記念式典が

開催されました。
　　当クラブからは、川名会員、鈴木会員、平野会

員が出席されました。お疲れ様でした。
４．9月16日（日）地区奉仕プロジェクト推進セミ

ナーが開催されました。
　　当クラブからは、内山奉仕プロジェクト委員

長、時下職業奉仕委員長、佐々木青少年奉仕委員
長が出席されました。お疲れ様でした。

　　後程、奉仕プロジェクト委員会、内山委員長よ
り報告をお願いします。

５．9月29日（土）会員家族親睦ボウリング大会が
開催されました。

　　参加された会員の皆様、お疲れ様でした。後
程、親睦委員会、宮嵜委員長より報告をお願いし
ます。

６．第2790地区橋岡ガバナーより地区役員、
RYLA実行委員会委嘱者へ委嘱状及び第1回会議
案内が届いておりますのでお渡し致します。

　　阿部昭広会員、村上会員、福田会員、宮嵜会員

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
日　時：10月18日（木）休会（定款第8条第1

節C項に基づく）
　＜袖ケ浦RC＞
　　①日時変更：10月11日（木）点鐘：12時30分
　　　　　　　　＊10月15日（月）は休会



　　　場所変更：東京ベイプラザホテル
　　　理　　由：ガバナー公式訪問合同例会
　　②日時変更：10月28日（日）
　　　　　　　　＊10月19日（月）は休会
　　　場所変更：ホテルニューオータニ幕張
　　　理　　由：地区大会参加
　＜富津シティRC＞
　　日時変更：10月28日（日）
　　　　　　　＊10月24日（水）は休会
　　場所変更：ホテルニューオータニ幕張
　　理　　由：地区大会参加
　＜富津中央RC＞
　　①日　　時：10月11日（木）
　　　場所変更：東京ベイプラザホテル
　　　理　　由：ガバナー公式訪問合同例会
　　②日　　時：10月25日（木）
　　　時間変更：点鐘18時
　　　理　　由：月見例会（いちかわ旅館）
２．きみつ秋花火第7回実行委員会が開催されます。
　　　日　時：10月3日（水）受付18時30分～
　　　場　所：生涯学習センター101
　　　出席者：平野会員
３．第5グループ情報研修会が開催されます。
　　　日　時：10月20日（日）受付13時30分～
　　　　　　　点鐘14時　終了16時20分予定
　　　場　所：オークラアカデミアパークホテル

出席者：永嶌会長・吉野ガバナー補佐・岡野
幹事・宮本会員・内山会員・阿部昭
広会員・内藤会員・大川会員・猪瀬
会員・茂田会員・芝﨑会員・宮嵜会
員　計12名

　　＊研修会終了後懇親会を予定

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．「駅前花壇花植え作業」の出欠の案内
４．第5グループ親睦マージャン大会の出欠の案内
５．ガバナーノミニー・デジグネート（2021－22

年度ガバナー）の公表
６．きみつ秋花火のチケットのご案内
７．明治神宮清掃奉仕のご案内
８．ハイライトよねやま222
９．ザ・ロータリアン（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．枝豆収穫祭について

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
10月の誕生祝・私の記念日

奉仕プロジェクト委員会
奉仕プロジェクト推進セミナーの報告

内山貴美子委員長
　平成30年9月16日（日）13時よりTKPガーデンシ
ティ千葉にて開催されました2018－19年度奉仕プ
ロジェクト推進セミナーに、時下職業奉仕委員長、
佐々木青少年奉仕委員長、吉野ガバナー補佐と私４
人で、参加してまいりました。
　当日は他のイベントの為、駐車場がいっぱいでセ
ミナーは少し遅れて始まりました。
　平野地区統括委員長の挨拶の中に、今実行してい
るプロジェクトが、ロータリアンの自己満足ではな
く、本当に地域の皆さんの役に立っているプロジェ
クトであるか？又、毎年同じ内容のプロジェクトで
年中行事のようになっていないか？そのような問い

茂田　秀和
吉田　雅彦
吉野　和弘
川名　正志
遠田　祐治
宮嵜　　慎
小川　哲也
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に改めて考えさせられました。
　原田義之様からは、「輝く瞳に会いに行こう」と
し、タイ洞窟救出サッカー少年の地区のタイ北部少
数民族アカ族に対する支援活動、「夢の家」等の子
供寮、里親支援、子供支援基金、古シューズ一千足
支援等の生活物資支援等の奉仕事業に関する基調講
演をいただきました。
　又、国際奉仕として「世界の子供たちへ自転車
を」ということで」自転車整備センターの紹介があ
り、発展途上国の子供たちが学校に行くために、日
本の放置自転車を整備し供与するという事例の紹介
がありました。弊社も、バスターミナルの駐車場か
ら出る放置自転車や、粗大ゴミとして廃棄される自
転車で少しでも協力できないか思いました。
　小さいことから大きなことまで他人のことを思い
やり、他人の助けになるよう「奉仕の理念」をもっ
て、自分の職業に誇りを持ち共にロータリー活動を
頑張っていきましょう。

親　睦　委　員　会
第2回君津RC会員家族親睦ボウリング大会の報告

宮嵜　慎委員長
　先週9月29日土曜日に予定通り、第2回会員家族
親睦ボウリング大会を開催いたしました。最終的に
は、総勢32名のご参加を頂き、岡野幹事の始球式
に始まり、食事会まで盛大に執り行う事が出来まし
て大変感謝しております。特に、坂本会員率いる安
房運輸グループさんからは18名のご参加を頂き大
変盛り上げて頂きました。
　ボウリングの結果の方ですが、優勝が安房運輸の
長谷川さんで２ゲーム合計284点、2位が同じく安
房運輸の星野さん282点、3位が荒井会員で270点と
なりました。
　今回、第2回と言う事もありまだまだ改善点も多
数ありましたので、第3回の開催に向けて来期親睦
委員長へと引き継ぎをして行ければと思います。

社会奉仕委員会
枝豆収穫祭について

大森俊介委員長
開催日時：

2018年10月13日（土）8時～15時予定（雨天の場
合、14日（日）に順延）

当日プログラム：
　8時～10時

各自集合場所に参集し、荷物積込作業及び現地
移動、現地設営

　10時～10時20分
　　開会式（司会：茂田副委員長）
　　①主催者代表挨拶（倉繁副会長）

　　②要領・注意事項説明（大森委員長）
　　③公共イメージ向上委員会／国際奉仕委員会PR
　　 （大住委員長）
　10時20分～11時30分
　　枝豆収穫祭開始
　11時30分～13時
　　昼食（茹で枝豆、豚汁、おにぎり配布）
　13時～13時10分
　　閉会式（司会：茂田副委員長）
　　①会長挨拶（永嶌会長）
　　②解散（一般参加者）
　13時10分～15時
　　後片付け

現地撤収作業及び資機材返却（作業終了後、各
場所にて解散）

服　装：
RC帽子、ポロシャツ、ジャンパーの着用をお
願い致します。

持ち物：
飲食（おにぎり×2個、豚汁、茹で枝豆、お茶
×1本を用意）、軍手、タオル、着替え、鎌・
剪定バサミ等、収穫袋

役割分担：
　〇君津商工会議所集合の皆様（10月13日）
　集　合：8時（19名）

積　込：①テーブル14台、長テーブル5台、椅子
80脚、テント2張、マイクセット1式、
コーン10個、のぼり、備品1式（高島さ
んお願いします）

担　当：①阿部（正）②大浦③大川④大住⑤岡野
⑥隈元⑦倉繁⑧黒岩⑨谷口⑩遠田⑪時下
⑫別府⑬前田⑭宮嵜⑮高島⑯佐々木（軽
トラ）⑰福田（2tトラック）⑱吉野（2t
トラック）⑲大森（2tトラック／プロパ
ンガス準備）

〇おべんとう「Y＆S（君津市大和田2－4－1）集
合の皆様

　集　合：9時（3名）
積　込：①豚汁・枝豆調理器具・食材1式②おに

ぎり、お茶③ガスバーナー他資機材1式
茂田副委員長の軽トラックへ積込

　担　当：①茂田②高橋③谷
　〇現地集合者
　集　合：9時

担　当：内山（水、水タンク、ブルーシート、の
ぼり旗棒、くい）

現地作業：
①運搬物の荷下ろし、テント設営、テーブル・椅

子の設置、のぼりの設置
②畑の区画（一般参加者分とRC会員分の区分け）



③来場者受付（内山さん、高島さん担当）
④豚汁用枝豆収穫
⑤炊き出し準備

片付け作業：
現地使用の機材関係の積込（朝の集合場所毎に荷
下ろしの手伝いをお願いします）

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 今日から一週間、遅めの夏休みで

す。病院には出勤しませんのでよろ
しくお願いします。

岡野　　祐 ボウリング大会に参加の皆様、お疲
れ様でした。親睦委員会の方々あり
がとうございました。2回連チャン
で当たりくじ引いちゃいました。す
みません。

内山貴美子 先日はボウリング大会参加されまし
た皆様、お疲れ様でした。久しぶり
のボウリングでしたのでガーターの
連発でしたが、楽しませていただき
ました。ニコニコボックスに貢献し
ます。

倉繁　　裕 台風21号に続いて、24号が日本を
縦断して大きな被害をもたらしてい
ます。深夜から早朝までのアクアラ
イン不通で交通混乱の影響を受けま
した。台風25号のスライスは避けて
ほしいところです。

宮嵜　　慎 ボウリング大会参加の皆様ありがと
うございました。心より感謝申し上
げます。台風24号の被害にあわれた
皆様には、お見舞い申し上げますと
共に１日も早い復旧復興をお祈り申
し上げます。

吉野　和弘 100年バンド慰問演奏会の報告
 9月23日、メンバーの武田さんのお

母様が入所している、八重原にある
ウイステリア君津に初めての慰問演
奏に行ってまいりました。当日9時
に集合し、フラダンスの中村先生以
下4名で演奏と踊り合わせを行い、
お手伝いして頂きました。14時から
演奏会が始まり、里の秋、小さい秋
見つけた、次に、ハワイアンでは、
また中村先生の曾孫さん2人と参
加、メイちゃん5歳もハワイアンの
衣装で踊ってくれました。あこがれ
のハワイ航路、幸せなら手をたたこ
う、16曲を皆様で合唱して楽しい1
時間を過ごすことが出来ました。参

加者は、河合、藤冨、武田、四方、
奥村、黒岩、吉野。伊與田さんは、
2人目を御懐妊の為、つわりが酷く
参加をあきらめました。報告とさせ
ていただきました。

 誕生祝いありがとうございました。
茂田　秀和 誕生日のお祝いありがとうございま

す。最近では、自分でも忘れる誕生
日、覚えてくれているのは、ロータ
リーだけです。昨年は、3人の子ど
もの内、1人しか覚えていませんで
した。今年はどうかなぁ。

吉田　雅孝 誕生日祝いありがとうございまし
た。昨日の天候不良で木更津の家に
帰って来れるか不安でしたが、無事
に帰って来れました。日頃の安全と
健康に感謝をしていきます。

中野　賢二 今日は最高の花抜き日和ですね。が
んばって抜きますので、日々草を少
しもらっていきます。まだきれいで
す。ほしい方はもらって下さい。

 私の記念日ありがとうございます。
武田富士子 ボウリング大会おつかれ様でした。

本日G分のニコニコに2,000円＋α
を入れさせて頂きます。成績は5位
につけました。本日、賞品も頂きあ
りがとうございました。マジシャン
トランプでした。今日からマジシャ
ンと書いてありました。私もマジ
シャンになれるかな？がんばりま
す。

釼持　純一 55歳の挑戦で鳩レースを始め、今年
かぞえで70歳を迎え、内山会員の
紹介でクレイン乗馬クラブで乗馬を
始めました。皆様も御一緒にどうで
しょうか！本日早退します。

荒井潤一郎 先日のボウリング大会では、3位に
していただき、ありがとうございま
した。

隈元　雅博 先日、木更津法人会の研修で富士に
行ってまいりました。武田会員、近
藤会員、坂井会員の奥様、谷元会員
とご一緒させて頂きました。他クラ
ブからは富津シティRCの窪田会員
ご夫妻、岡田会員、木更津東RCの
青木会員、金見会員などのロータリ
アンの皆さんに世話になりました。
これからもロータリー活動を頑張り
ます。

大浦　芳弘 本日から年度下期が始まります。上



期は酷暑、期末の台風による強風
と仕事をする環境としては最悪で
した。また、個人的には9月中旬に
「ぎっくり腰」を発症し、こちらも
最悪でした。下期が良い事ばかりと
なるよう期待します。

松井泰次郎 本日より2018年度下期です。がん
ばって参りましょう！

遠田　祐治 いよいよ10月ですね。クールビズも
終わりですが今朝ネクタイをするの
を忘れそうになりました！

別府　明人 皆様、台風の被害は大丈夫でしたで
しょうか。

黒岩　靖之 昨夜の台風24号凄い風でしたね。各
地で大きな被害がでていますが、皆
さんは大丈夫でしたか？続けて25号
が発生しましたが、何も被害がでな
いことを願います。

中村　圭一 昨夜の台風24号はものすごかったで
すね！構内のわが設備も屋根がとん
だり、被害がありました。人災がな
く幸いでした。そんな事で、これか
ら現場をまわります。花植え欠席で
すみません。また、記念日であるこ
とも失念してしまいました。重ねて
お詫びいたします。

谷口　弘志 昨日は台風24号の風の音の影響で睡
眠不足になりました。本日から10月
が始まりましたが、今月は同窓会等
の行事が目白押しです。

大住　昌弘 今日も台風の影響で柏から４時間か
かり、温度も30℃に戻ってクタクタ
でした。

 直近のゴルフは2回連続110切れ
ず、あきらめず練習します。

 本日は途中退出で花抜き作業もサボ
ります。

芝崎　　均 台風24号による雨と強風で昨晩はあ
まり眠れませんでした。皆さん、被
害はありませんでしたか？

坂本　直樹 先週末のボウリング大会には会社か
ら18名で参加させていただき、有難
うございました。また次回もよろし
くお願い致します。

福田　順也 ボウリング大会、おつかれ様でし
た。筋肉痛です。

谷　　浩司 台風が近づいて親睦ボウリング大会
に多くのご参加ありがとうございま
した。今回もお陰さまで多いに盛り
上がりました。次回の親睦イベント

がある時は、またよろしくお願いし
ます。

喜多見　貴 上半期の成績が悪くずっとおこら
れっぱなしだったので、10月からの
下半期は気合入れて頑張ります。

宮本　茂一 台風通過後の処理の為（打ちせ）、
早退致します。

北見　洋司 早退させて頂きます。
大森　俊介 10月は社会奉仕委員会の事業が盛り

だくさんです。皆様のご協力、宜し
くお願い致します。

村上　　進 皆様、こんにちは。昨日の台風は皆
様大丈夫でしたか？当社は何とか大
丈夫でした。これから、寒暖の差が
はげしくなります健康管理に気を付
けて生活します。

阿部　昭広 台風の間はシャッターをおろして引
きこもっておりました。皆さまの関
係先に被害が出ていないとよいなと
思っております。公式訪問時の写真
をいただきました。

内藤　智介 先日の有志での親睦ゴルフのお誘
い、とても嬉しかったです。あまり
に下手なので今まで遠慮していたの
ですが、一緒に回って頂いた皆さん
のお陰でとても楽しかったです。黒
岩さん、阿部さん運転おつかれ様で
した。

駅前花壇の花植え準備作業の様子（H30.10.1）



会員家族親睦ボウリング大会の様子（H30.9.29）




