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第2790地区ガバナー　　　　橋岡　久太郎(佐倉中央R.C)

第５グループガバナー補佐　 吉野　和弘(君津R.C)

富津シティR.C会長　　　　 椎津　裕貴

　　　　　　　副会長　　   高木　一彦

　　　　　　　幹事　　     遠藤　和夫

　　　　　　　SAA　　      宮崎　晴幸

№１２６５　第３回　例会　２０１８年７月１８日(水)　晴れ

　　点鐘／椎津　裕貴　会長　　　　　　　　　　　奉仕の理想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソングリーダー／窪田　謙　会員

【会長挨拶】椎津　裕貴　会長

　

　連日暑い日が続いています。皆さん、いかがお過ごしで

しょうか。こんにちは、本日は、川崎マリーンＲＣから、

会長の三野公一様はじめ、副会長内田秀彰様、幹事林伸彦

様、小枝義夫様、河口武生様、福嶋安行様、野口四郎様、

松中秀司様計８名の皆さんが、お見えになっております。

どうぞゆっくりお過ごし下さい。先週は、私共がうかがわ

せて頂き、お世話様でした。何時おじゃましても、熱烈な

歓迎を受けまして、素晴らし例会を経験させて頂きました。

－１－

副会長 幹事会長 SAA



アクアラインを使うと、富津、川崎は、とても近く感じます。先週、前の席に座った川崎南クラ

ブ方が、遠方からご苦労様とおしゃっていましたが、今や富津、川崎は隣町といいても良い程の

距離感といいたら言い過ぎでしょうか。便利な橋だと思っております。年に何度か交流がありま

すが、今後も気軽に足を運んで頂けたらと思います。本日も宜しくお願いします。

【お客様ご紹介】

三野　公一　様(会長)

内田　秀彰　様(副会長)

林　伸彦　様(幹事)

福嶋　安行　様

松中　秀司　様

野口　四郎　様

河口　武生　様

小枝　義夫　様

【幹事報告】遠藤　和夫　幹事

　

皆さまこんにちは。幹事報告をさせていただきます。

君津ロータリークラブより、「ガバナー公式訪問及び

合同例会・クラブ協議会・懇親会」開催のお知らせで

す。同日は、橋岡ガバナー公式訪問となります。今年

度は、ガバナーの意向で木更津東ロータリークラブと

当クラブの合同で開催されますので、ご出席ください。

１．日程：平成３０年８月２２日(水)

２．場所：ホテル千成

３．服装：クールビズ(ネクタイなしで結構です)

４．持参品：２０１８－１９年度クラブ活動計画書(７月２３日配布)、筆記用具

５．時間等：９：２０役員懇談会、１１：４５お食事・懇親、１２：３０合同例会、１３：３０

記念撮影、１４：００合同クラブ協議会、１５：４０合同懇親会(立食)

今回のガバナー公式訪問は、８月２０日(月)の移動例会となり、同日の例会は休会となります。

また、会場の都合上、出欠については７月２３日(月)まで、君津ロータリークラブ事務局までご

連絡ください。以上で幹事報告を終わります。

－２－



【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ　会長 三野　公一 様

　皆様、こんにちは。川崎マリーンロータリークラブ会長の三野と申します。富津シティロータ

リークラブ会長の椎津様、幹事の遠藤様、IT広報公共イメージ委員長の和田様、7月 12日のご訪

問ありがとうございました。当クラブでは、10月 18日に総持寺で座禅・精進料理と米山梅吉氏の

墓参りを行う予定です。また、来年 4月 25日には、新しい先生を迎えて鎌倉散策を行う予定です

ので、ぜひ富津シティロータリークラブの皆様もご参加下さい。

【委員会報告（年間計画）】

＜クラブ管理運営委員会＞東　清三郎 委員長

　皆様、こんにちは。クラブ管理運営委員会の今年度の年間計画について、報告させていただき

ます。

１）活動方針

あらゆる委員会活動が効果的に運営できるよう目的を明確にし、各委員会と連携を図りなが

ら、定期的に会合を開き、計画・実践すると共に、委員会活動を通じて親睦の輪を広げ、委員

会活動が楽しいものとなるよう元気なクラブづくりを目指します。

２）活動計画

１．地域社会での奉仕活動を実践し、ロータリーのイメージと認知度の向上に努める。

２．ウェブサイトの管理を行い、クラブ情報を発信し、有意義な運営を目指す。

３．クラブの例会、協議会、その他の活動を計画する。

   ４．例会は、会員が出席したいと思うよう創意工夫を凝らし、会員同士が親睦を深めることが

できる環境づくりを行う。

   ５．友好クラブである川崎マリーンロータリークラブとの交流事業を行い、会員同士がより良

き親睦と交流を図ることができるよう計画する。

　以上でクラブ管理運営委員会の報告を終わります。

－３－



＜会員増強・維持拡大委員会＞渡辺　敏 委員長

　皆様、こんにちは。会員増強・維持拡大委員会の今年度の年間計画について、報告させていただ

きます。

　　　　　１）活動方針

クラブの現状を評価し、新会員が溶け込みやすい環境づくりと活気あるクラブづくりを目指

しながら、会長以下クラブ全会員が会員増強にあたって、異業種交流の場を最大限に利用し、

新入会員への勧誘を怠ることなく、健全なクラブ運営を目指す。

２）活動計画

１．新規会員を増やす。（純増2名）特に女性会員と若い会員の入会を推進する。

   ２．会員が入会候補者にロータリーを紹介できるよう、ロータリー活動の理解を深め、勧誘に

あたる。（ホームページの利用）

３．広報活動を広め、ロータリーを多くの人（子供達）に認識してもらう。

   ４．入会候補者の情報を収集・管理しながら、毎月（夜間例会等）定例会議を開催し、入会候

補者を例会・活動に招き、クラブの活動や親睦の楽しさを実際に見てもらう。

   ５．会員維持については、会員増強以上に重要な課題であり、クラブの充実・活性化・出席率

向上を目標に各委員会と協議し、楽しく・健康で有意義な奉仕活動ができるクラブを目指す。

　以上で会員増強・維持拡大委員会の報告を終わります。

＜IT広報公共イメージ委員会＞和田　充敏 委員長

　皆様、こんにちは。IT広報公共イメージ委員会の今年度の年間計画について、報告させていた

だきます。

１）活動方針

会員に対して、MyRotaryやロータリーの友・週報等を活用した情報提供を行い、当クラブの

奉仕活動に対する更なる知識と理解の向上を図ることができるよう活動する。対外的には、各

委員会と連携しながら、当クラブの活動状況等をホームページや地元のメディア等を活用・発

信し、ロータリーそして当クラブへの関心の向上を図り、会員増強へと繋がるよう活動する。

２）活動計画

１．例会報告、卓話内容についての原稿を依頼し、週報に掲載する。

２．会員へMyRotaryの登録を推進する。

３．ホームページを通じて、各委員会等の活動状況を適宜公開する。

４．ホームページ内の会員専用ページの各種案内文章や活動における資料を記録する。

　 ５．ロータリーの友の内容を要約し、会員へロータリーに対する理解向上を図る。また、各委

員会活動を掲載できる場合は各委員会と相談し、掲載できるよう協力する。

６．地元のメディアや SNS等を活用し、活動をアピールできるよう推進する。

－４－



当委員会は 6名の委員で構成されていますので、例えば、ロータリーの友や週報用の写真・原稿

の依頼については、6名の輪番制にしました。但し、その他の活動については、特に担当を設けて

いません。これは、今後行う活動に対して、できれば自主的に担当者＝リーダーになってもらう

ことで、委員会の運営に積極的に参加してもらいたいと思っているからです。尚、残念ながら誰

も手を挙げない場面では、委員長が指名することもありますので、委員の皆様ご協力下さい。当

委員会の半数は新入会員ですので、委員会活動を通じて、当クラブの理解と知識の向上を図りた

いと思っています。以上で IT広報公共イメージ委員会の報告を終わります。

【委員会報告（その他）】

高木　一彦　副会長

　皆様、こんにちは。鋸南ロータリークラブより、「東

京湾サンセットクルーズ」のご案内です。飲み放題・食

べ放題のクルージングですので、ぜひご参加下さい。

　　１．日　程：平成 30年 7月 26日（木）

　　２．時間等：富津市金谷港 17時 20分出港

　　３．会　費：一人5,000円

　　４．その他：クルージングの所要時間は約 1時間50

分です。

　以上、ご案内でした。

＜親睦委員会＞三井　徹　会員

　皆様、こんにちは。今年で第 8 回を迎える「荏原富津

事業所納涼祭」のご案内です。

　　１．日　時：平成 30年 8月 3日（金）17時 15分～

20時 00分終了予定

　　２．場　所：荏原製作所富津事業所 メインスト

リート

　ぜひご参加下さい。以上、ご案内でした。
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【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ

副会長 内田　秀影 様

皆様、こんにちは。川崎マリーンロータリークラブ副会

長の内田と申します。本日はよろしくお願いします。私は

当クラブに入会して 8年が経ちます。実は当初、別のロー

タリークラブから誘いを受けており、そちらの例会に出席

していましたので、そのまま入会しようとしていた頃に、

当クラブから誘いを受けました。試しに例会へお邪魔した

ところ、とても雰囲気が良かったため、鞍替えして入会し

た次第です。例会に出席すると、そのクラブの特色や雰囲

気がよくわかります。本日、富津シティロータリークラブ様にお邪魔させていただいております

が、和やかで、とても良い雰囲気ですので、もし 8年前、当クラブではなく、富津シティロータ

リークラブ様の例会に参加していたら、こちらに入会してお世話になっていたかもしれません。

【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ

幹事 林　伸彦 様

皆様、こんにちは。川崎マリーンロータリークラブ幹事

の林と申します。風邪を引いてしまい、本日は美声をお聞

かせできなくてとても残念です。昨年もこの時期に、富津

シティロータリークラブ様に表敬訪問させていただいてい

ますが、当時は、親睦活動委員長でした。親睦活動委員長

としての職務が終われば、ゆっくりできると考えていたの

ですが、このたび幹事を拝命することになり、今年度も頑

張らないといけないという気持ちです。当クラブでは、恒

例の鎌倉散策に加えて、本年は総持寺訪問というイベント

を企画しました。富津シティロータリークラブの皆様も、お時間がありましたら、ぜひお越しい

ただければと思います。

【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ

　　　　　　　福嶋　安行 様

　　　　　　　松中　秀司 様

　　　　　　　野口　四郎 様

　　　－６－



【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ

河口　武生 様

　皆様、こんにちは。川崎マリーンロータリークラブの河

口です。当クラブでは、今年度から CLP（クラブ・リー

ダーシップ・プラン）を導入しました。2590 地区での本

格的な導入は初めてで、準備に 3～4年を費やしました。

組織も簡略化し、理事役員が 8名になりました。今期、私

は奉仕プロジェクト委員長を拝命しました。従来の 4大奉

仕委員会を 1本化するために、地区対応を行っています。

クラブ管理運営委員長の内田の話の通り、当クラブはクラ

ブ奉仕活動には協力的ですので安心しています。富津シティロータリークラブの皆様、引き続き

今年度もお付き合いの程よろしくお願いします。

【お客様挨拶】川崎マリーンロータリークラブ

小枝　義夫 様

川崎マリーンロータリークラブ　様

ご挨拶を頂きまして誠にありがとうございました。

富津シティ RC一同

【ニコニコボックス】三井　徹　会員

川崎マリーンロータリークラブ様

三野　公一　会長、内田　秀彰　副会長、林　伸彦　幹事

新年度表敬訪問に参りました。椎津会長、遠藤幹事をはじめ、富津シティ RCの皆様のご発展を心

より祈念申し上げます。一年間宜しくお願い申し上げます。

野口　四郎　様、河口　武生　様、小枝　義夫　様

お世話になります。一年間宜しくお願い申し上げます。

松中　秀司　様、福嶋　安行　様

お世話になります。

------------------------------

椎津　裕貴　会長

川崎マリーンロータリークラブの皆様、ようこそ！

遠藤　和夫　幹事

川崎マリーンロータリークラブ三野会長様を始め、皆様ようこそおいで下さいました。ありがと

うざいます。今年一年宜しくお願い致します。

－７－



高木　一彦　副会長

川崎マリーンロータリークラブの皆様、また一年間、どうぞ宜しく御願い申し上げます。

宮崎　晴幸　会員

本日は川崎マリーンロータリークラブの皆様、ようこそ。暑いですので体調管理に気を付けてく

ださい。

和田　充敏　会員

三野会長をはじめ川崎マリーンロータリークラブの皆様、ようこそ富津シティRCへ。本年度も宜

しくお願い致します。

佐々木　敏郎　会員

本日は大変お暑い中、川崎マリーンロータリークラブの皆様、お越し頂きましてありがとうござ

います。どうぞ宜しく御願い申し上げます。

窪田　謙　会員

本日はようこそ、三野会長、林幹事をはじめと致します川崎マリーンロータリークラブの皆様、

御来訪有難うございます。本年度も宜しくお願い致します。

東　清三郎　会員

川崎マリーンロータリークラブの皆様、お越し頂きありがとうございます。より一層の親睦を深

められるよう努力して参ります。宜しくお願い申し上げます。

伊藤　充教　会員

川崎マリーンロータリークラブの皆様、猛暑の中お越し頂き、ありがとうございます。今後とも

末永く、御指導を宜しくお願い申し上げます。

秋山　和彦　会員

三野会長、林幹事、川崎マリーンロータリークラブの皆様、本当に暑い中、御来訪いただき厚い

友情を感じます。熱射病にならぬようご注意を。

小倉　博人　会員

川崎マリーンロータリークラブの皆様、暑い中御来訪お

疲れ様です。本年度も宜しくお願い致します。

本日のニコニコBOX ￥26,000

累計金額 ￥54,000

【出席報告】東　清三郎　委員長

例会数 会員数 出席 欠席 MakeUp 出席率

1264 16 14 2 0 87．5％

1265 16 14 2 0 87.5％

【点鐘】椎津　裕貴　会長

－８－


