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富津シティロータリークラブ 週報 20/01/08 号 

 

  事務所/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 

 

 

 

・会長挨拶 

皆様、あらためまして明けまして

おめでとうございます。 

 千葉県議会議員 吉本充様をお

迎えしまして新年最初の卓話をし

ていただきます。 

 吉本先生におかれましては、富

津市と千葉県とのパイプ役として、

台風災害に関しまして多大なるご支援をいただき本当にありがとう

ございます。本日の卓話を楽しみにしておりますので宜しくお願い
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いたします。 

 さて、富津市の現状ですが、ブルーシートの張ってある家も多くあ

り、まだまだ復興半ばというところです。本日の天気予報ですと強い

風雨があるということでブルーシートが剥がれてしまわないか心配

なところです。屋根の修理業者の不足により、修理が終わるまではブ

ルーシートの張り替えをエンドレスに行わなければなりません。私

自身も立ち上げから運営を支援しておりました「富津市災害ボラン

ティアセンター」も名称を「富津市ふれあいセンター」から富津市社

会福祉協議会の「福祉相談なんでも窓口」へ移行し現在もボランティ

アを受け入れ、ブルーシートの再展張や被災した家財の運び出し等

をしております。 

しかし、いつまでも社協が災害に関することを続けて行くわけには

いきませんので、社協と連携して災害に関する困りごとに対応する

地域団体をつくる準備をしています。本日もこの例会の後に会議を

する予定となっています。どのような組織になるかは内容が固まっ

てから皆様に報告したいと思います。 
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・幹事報告 

＊木更津ロータリークラブよりクラブ会

報が届いております。 

＊木更津ロータリークラブより例会変

更・休会のお知らせ 

  1 月 2 日(木)…休会(クラブ定款第

８条第１節 C 項) 

  1 月１６日(木)…休会(クラブ定款第８条第１節 C 項) 

＊袖ヶ浦ロータリークラブより例会変更のご案内 

  １月 ６日(月)点鐘１８：００ 新年夜間例会のため 

  １月１３日(月)休会(定款第８条第１節 C 項) 

  １月２０日(月)会員事業所訪問(JERA 袖ヶ浦火力発電所) 

 例会時間変更・最終例会 

  1 月２７日(月)点鐘１２：３０  １月６日(夜間例会)と交代 

＊国際ロータリー第２７９０地区 ２０１９－２０年度ガバナー 

諸岡靖彦様より年賀状が届いております。 

＊株式会社オクトン様より年賀状が届いております。 

＊一般社団法人かずさ青年会議所様より新年例会のご案内が届いて
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おります。 

  日時：２０２０年１月２１日(火曜日)午後４時～６時(受付開始

午後３時３０分) 

  場所：ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル 一階 ロイヤルホ

ール 

  会費：8,000 円 

＊ガバナー月信１月号が届いております。 

＊会長エレクト研修セミナー(第１回・第 2 回)のご案内 

  第１回 日時：２０２０年２月２３日(日) 

         登録開始１３：３０ 点鐘１４：００～１７：０

０ 

  第 2 回 日時：２０２０年 3 月２２日(日) 

         登録開始９：００  点鐘９：３０～１７：００ 

         懇親会 １７：００～１８：００ 登録費：3,000

円(参加者のみ) 

    場所：TKP ガーデンシティ千葉(カンデオホテルズ千葉)3 階

「シンフォニア」 

＊RLI(ロータリー・リーダーシップ研究会)パート１の開催案内 
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  日時：２０２０年 2 月 1 日(土)受付 9 時４０分 開会 10 時１０

分～閉会 18 時 10 分 

    場所：千葉市民会館 3階特別会議室２(JR千葉駅徒歩 10分 JR

東千葉駅そば) 

  参加費：4,000 円(テキスト・資料・昼食・飲料含む) 

  締切り：1 月 18 日(土) 

＊国際ロータリー日本事務局業務推進・資料室より２０２０年 1 月

「職業奉仕月間」のリソースが届いております。 

＊国際ロータリー日本事務局経理室より 2020 年 1 月 RI レートのお

知らせ 

  1 月のロータリーレートは、１ドル＝１１０円 

＊国際ロータリー日本事務局より「財団室 NEWS １月号」が届いて

おります。 

＊国際ロータリー第２７９０地区奉仕プロジェクト統括委員会より

「地区補助金アンケートのお願い」が届いております。 
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・委員会報告 

今後のスケジュール 

１月 

８日(水) 12:30点鐘 卓話(新年を迎えて)吉本充県

議会議員 

執行部 

１５日(水) 12:30点鐘 クラブ管理運営統括委員会ア

ワー 

クラブ管理運営

統括 

２３日(木) 18:00点鐘 川崎マリーンロータリークラ

ブ合同例会(川崎大師参拝) 

クラブ管理運営

統括 

２９日(水) 12:30点鐘 ロータリーの友情報 IT広報・公共イ

メージ 

２月 

５日(水) 12:30点鐘 卓話 奉仕プロジェク

ト 

１２日(水)  休会  

１９日(水) 12:30点鐘 ロータリーの友情報 IT広報・公共イ

メージ 

２６日(水) 6:30点鐘 青堀駅前清掃 奉仕プロジェク

ト 

2月 2日(日)地区補助金セミナー(三井ガーデンホテル千葉 13時点

鐘) 

2 月 8 日(土)９日(日)地区大会(アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

ホール) 

2 月 23 日(日)会長エレクト研修セミナー(TKP ガーデンシティ千葉 

13 時 30 点鐘) 
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2 月 29 日(土)インターシティミィーティング(木更津ビューホテル 

14 時点鐘) 

東日本大震災被災地支援・東北研修旅行(2 月 13 日～3 月 1 日の間で

開催予定) 

３月 

４日(水) 12:30点鐘 桜の森施肥 奉仕プロジェクト 

１１日(水) 12:30点鐘 職場訪問 奉仕プロジェクト 

１８日(水) 12:30点鐘 ロータリーの友情報 IT広報・公共イ

メージ 

２５日(水) 18:00点鐘 炉辺会談(会員増強) 会員増強拡大 
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卓話 

令和 2 年初の例会は、卓

話に第 72 代千葉県県議

会議長 吉本 充 氏を

お迎えし例会が開催され

ました。 会長の新年の

挨拶そして下期に対する

抱負から始まりその後委

員会報告が行われ、卓話

となりました。吉本氏(以

下 吉本先生)は、昨年の甚大な災害に対する千葉県の対応等につき

ご説明頂き被害にあわれた方々に寄り添った支援を検討実施してい

るとのご説明を頂き、また今年開催される 2020 東京オリンピックで

聖火が木更津・君津・富津がルートとなっており、ご自分も 1964 年

東京オリンピックをブラウン管を通してみた感動を是非子供達には、

自分の目で感じてもらいたいとご尽力いただいたお話をして頂きま

した。また 1964 年東京オリンピック・柔道において外国人選手で初

めて金メダルに輝いたアントン・へーシング(オランダ)氏のお話は、



p. 9 
 

国は違えどその競技に

対する思いは同じなん

だというスポーツのす

ばらしさをお話され、

公務でオランダを訪れ

た際にこの話をした際

の逸話もご披露頂きました。最後に吉本先生は、公務で挨拶文の原稿

を頂くががすべて目を通させて頂き作成者には感謝をさせて頂き感

謝を伝えるが本番は、ご自分の言葉でお話をする事を作成者には伝

えられるそうです。それは言葉には言霊というように魂が言葉に宿

るとの事で原稿を読むことは朗読になり気持ちが伝わらないのでご

自分の言葉でお話されるとおしゃられました。 新年の大変お忙し

い中例会に起こし頂き

非常に楽しくも貴重な

卓話ありがとうござい

ました。会員一同、益々

のご活躍とご健勝をご

祈念申し上げます。 
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・出席報告 

今回 会員数 15/出席者 14 名/メークアップ 0 名/出席率 93% 

 

・ニコニコボックス(順不同) 

 
立石泰之 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

吉本充様。お忙しい時期に卓話をしていただきまして本当にありがと

うございます。今後もご指導をよろしくお願い申し上げます 

 

椎津裕貴 本年もよろしくお願いいたします。 

 

江藤康子 新年あけましておめでとうございます。吉本先生、本日はありがとう

ございました。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

高木一彦 明けましておめでとうございます。後半年となりますが皆様よろしく

お願いいたします。本日は吉本先生、卓話ありがとうございました。 

 

遠藤和夫 吉本先生 本日卓話ありがとうございます。 

 

東清三郎 皆様、明けましておめでとうございます。本年も実り多い RC活動が出

来ますよう祈念いたします。よろしくお願い申し上げます。吉本先生、

貴重なお話し誠にありがとうございました。 

 

和田充敏 新年あけましておめでとうございます。本日は大変お忙しい中 吉本

先生には卓話いただきありがとうございます。今年は災害のないすば
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らしい年であることを願うばかりです。 

 

小倉博人 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたし

ます。吉本先生、卓話ありがとうございました。 

 

宮崎晴幸 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたし

ます。本日は吉本先生卓話ありがとうございました。また遊びにいら

して下さい。 

 

窪田謙 皆様あけましておめでとう御座います。本年もよろしくお願い申し上

げます。吉本県議会議員様ようこそいらっしゃいました。本日はよろ

しくお願いいたします。 

 

渡邊敏 あけましておめでとうございます。吉本県議様 年明けのお忙しいと

ころ、我がクラブへの来訪ありがとうございます。千葉県の復興支援

よろしくお願いします。 

 

阿部信一 皆様本年もよろしくお願いいたします。吉本先生ロータリーのご出席

ありがとうございます。 


