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富津シティロータリークラブ

2018～2019 年度
R.I 会長 バリー・ラシン
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橋岡 久太郎(佐倉中央 R.C)
吉野 和弘(君津 R.C)
椎津 裕貴
高木 一彦
遠藤 和夫
宮崎 晴幸
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会長

副会長

2018 年７月４日(水)

幹事

SAA

晴れ

会長

君が代、奉仕の理想
ソングリーダー／伊藤

【就任挨拶】椎津

1992/1/13

例会場／新日鐵住金(株)技術開発本部 富津クラブ
千葉県富津市新富 20-1
TEL／0439-80-2525
事務所／新日鐵住金(株)技術開発本部 富津クラブ
千葉県富津市新富 20-1
TEL／0439-80-2525
例会日／12：30～13：30(水曜日)
最終例会／18：00～19：00

№１２６３
点鐘／椎津

RI 加盟承認

2018～2019 年度
富津シティ RC 会長 椎津 裕貴

Office:20-1,Shintomi,Futtsushi,Chiba
TEL:+81-439-80-2525
Meeting Place
Futtsu club,at12:30,Wednesday
at 18:30,Last Meetings

第 2790 地区ガバナー
第５グループガバナー補佐
富津シティ R.C 会長
副会長
幹事
SAA

創立 1991/11/20

裕貴

充教

会員

会長

２０１８～２０１９年度当クラブ会長を務めさせて頂きます。２７９０地区においても最も会
員数の少ないクラブの１つが富津シティＲＣです。会長職は 2 回目ですが、前回は、20 名程のメ
ンバーだったかと、記憶しておりますが、今は１６名です。我がクラブでは、会員増強が喫緊の
課題と感じております。皆さん御協力お願い致します。クラブの目標としては、例年と同じです
が、例会の充実、会員家族の親睦、ベトナム支援、被災地支援、桜の森維持、地区友好クラブと
の親睦と考えております。微力ですが、1 年間頑張ってまいります。
－１－

【会長挨拶】椎津

裕貴

会長

皆さん、こんにちは、今日から新年度です。会長を務めさせて頂きます。 1 年で約５０回の例会
がありますが、何とか滞りなく進められたと思います。年度始めは、各クラブの訪問等あり、予
定も色々入っておりますが、恙無くこなしていきたいと考えています。この 2 週間くらいは、寝
不足の方も多かったかと思いますが、サッカー日本代表も頑張ったと思います。大方の予想した
よりは、期待以上だったのではないかと思います。4 年後は、さらに力をつけて、日本を盛り上げ
てくれる様に期待しております。1 年間宜しくお願い致します。

【新入会員

【氏名】東

清三郎／あずま

入会式／認証状伝達式】

きよさぶろう

【勤務先】新日鐵住金(株)
【役職名】技術開発企画部

総務室長

【推薦者】富津シティ RC

竹内

謙治

会員

【推薦理由】技術開発本部の機能部門、総務室長とし
て昨年度より着任した。総務室は社の渉外担当部門で
あること。また、入社以来、技術開発本部にて現在ま
で活躍してきている。今までの経験を活かし、ロータ
リアンとしても活躍できると確信しているため。

－２－

【氏名】廣田

由美子／ひろた

ゆみこ

【勤務先】ラ・ブロッサム
クレープスポット
【役職名】オーナー
【推薦者】鋸南 RC
清水 一成
富津シティ RC 高木 一彦
(2017-2018 年度 幹事)

様
会員

【推薦理由】明るく前向きで、社交的であり、１年の半分
近くをアメリカで過ごしている事から、国際交流や女性な
らではの視点から当クラブの活性化、会員増強に必ず活躍
して頂ける方だと確信したので推薦致します。

【幹事報告】遠藤

和夫

幹事

７月１１日(水)吉野ガバナー補佐が来訪致しますので、
よろしくお願い致します。

－３－

【委員会報告】
ＩＴ広報公共イメージ委員会／和田

充敏

会員

今後、卓話や各委員会報告をされた場合には、週報に掲
載する関係から私、若しくは事務局斉藤さんまで、紙か
データで報告をお願い致します。

プログラム担当／佐々木

敏郎

会員
７.８.９月のプログラム等について
今期執行部並びに各委員会の取組について
「外部からの侵入」に備え
東電富津火力、県警・海保と合同訓練について

立石

泰之

直前会長
富津市民花火大会について

毎年「富津市民花火大会」の開催にご協力いただき、誠
にありがとうございます。皆様のご協力により、昨年は東
京湾初となる水中尺玉を成功させることができました。
平成２７年の第１回大会より実行委員会は、ふるさと富
津の誇りとなる花火大会を実現すべく、たゆまぬ努力と情
熱の元に大会を実施して参りました。今年の大会ではやは
り東京湾初となる「水中スターマイン」を演目の目玉とし
て計画しております。
富津市民花火大会は協賛金のみで運営されております。今大会でも皆様からお寄せいただく協
賛金が欠かせません。何卒趣旨をご理解の上、今年度も引き続き協賛ご協力お願い申し上げます。

－４－

クラブ管理運営委員会／東

清三郎

委員長

８/２９のチャリテ―家族例会について
川崎マリーン RC 様との合同例会を開催するとともに、日頃
から RC 活動への御理解を頂いている御家族様の皆様との親
睦会を開催させて頂きます。公私共に大変お忙しいとは存
じますが、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

クラブ管理運営委員会／宮崎

晴幸

SAA

７/２５歓迎会のお知らせ
新入会員歓迎会を開催させていただきます。
皆様ご参加くださいますようお願い申し上げます。

高木

一彦

直前幹事

７／２６鋸南 RC 様との親睦会のお知らせ
鋸南 RC 様より東京湾クルーズにて行われる納涼親睦会のご
案内をいただいております。
皆様ご参加くださいますようお願い申し上げます。

親睦委員会／三井

徹

会員

ニコニコＢＯＸ
椎津 裕貴 会長
会長を務めさせて頂きます。一年間宜しくお願いします。
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。
遠藤 和夫 幹事
一年間、宜しくお願い致します。

－５－

秋山 和彦 会員
東 清三郎さん、廣田 由美子さん
ご入会おめでとうございます。今後共、宜しくお願い致します。
平野 勝也 会員
お世話になります。
渡邉 敏 会員
最終例会に出席できず、すみませんでした。
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。ロータリー活動を共に楽しみましょう。
椎津会長、遠藤幹事 一年間宜しくお願い致します。
窪田 謙 会員
本年度、椎津会長、遠藤幹事、一年間頑張って下さい。
東さん、廣田さん ご入会おめでとう御座居ます。ロータリーライフ、エンジョイしましょう。
佐々木 敏郎 会員
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。宜しくお願いします。
高木 一彦 直前幹事
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。これから宜しくお願い致します。
三井 徹 会員
椎津会長、遠藤幹事、皆様 ２０１８－２０１９年度、宜しくお願い致します。
東 様、廣田 様
これから宜しくお願い致します。
和田 充敏 会員
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。
今後も宜しくお願い致します。竹内さん、いつでもお待ちしております。
宮崎 晴幸 SAA
東さん、廣田さん ご入会おめでとうございます。
新年度が始まりましたので今年一年宜しくお願いします。
立石 泰之 直前会長
お疲れ様です。いつもお世話になっております。本日、ご入会の東 清三郎様、廣田 由美子様、
おめでとうございます。今後共、宜しくお願い致します。椎津 裕貴会長、遠藤 和夫幹事、今
年度、宜しくお願い致します。
本日のニコニコ BOX

￥12,000

累計金額

￥12,000

出席担当／立石

泰之

直前会長

例会数 会員数 出席 欠席 MakeUp 出席率
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