
 

通算 1384例会 2021 年 11月 10 日（水） 

 

【点鐘】宮﨑会長  

【ロータリーソング】ソングリーダー：窪田会員  

 君が代・ロータリーソング/ 奉仕の理想 

 

 

 

 

 

【会長挨拶】宮﨑会長 

皆さんこんにちは君津 RC様より岡野会長と佐々木幹事がいらしてくれていますの

でご紹介いたします。もうお一人成田コスモポリタン RC所属の平野様がお越しにな

られております。 

ロータリー財団の資金管理及び寄付推進委員会でご活躍されている平野様より有意

義な卓話を頂けたらと思っております 

先月末に総選挙が行われていました。大物議員と呼ばれている方々が当落選されて

いることが報道され時代の変化を感じた瞬間でした。 

話は変わりまして先週末にポリオ撲滅祈願及び地区大会に和田幹事と行ってきまし

た。無事に祈願を終えポリオ撲滅が一層図られる事を願うばかりです。また地区大会は人数制限を行っての開催で

したが少しずつポストコロナを見据えた動きが起きてきていると感じました 

寒暖差の大きい季節が続いていきますが皆さんにおかれましては体調管理にご留意頂きお過ごし願えればと思いま

す。 

【Ｍａｋｅ Ｕｐ】君津ＲＣ岡野会長様・佐々木幹事様 

君津ロータリークラブ 50 代会長を務めております

岡野祐です。職業分類は飲食業です。君津にてシュガ

ーランプというカラオケラウンジを経営しています。

ロータリー歴は 9年目となります。 

 今年度の RIのテーマは「奉仕をしよう みんなの人

生を豊かにするために」です。当クラブではコロナ禍

において何も出来なかった奉仕活動でしたが、今年度

はやらない選択よりやれる方法を探りながら、会員一同で地域貢献・奉仕活動

をしております。 

 そして君津ロータリークラブ創立 50 周年を迎えます。令和 4 年 2 月 26 日に会場かずさアカデミアホールにて、

式典を予定しております。このような状況なので、人数制限等がかかるかもしれませんが、富津シティロータリー

クラブの皆様には、色々な事でご協力頂けたらと思いご挨拶にお伺いさせて頂きました。何卒その際には、宜しく

お願い致します。以上です。ありがとうございました。 



【幹事報告】和田幹事  

・2021年 11月 ロータリーレート 1ドル＝114円 

・ガバナー月信 11月号  

 ※環境保全プロジェクト 君津 RC・袖ヶ浦 RC 掲載 

 ※第 5グループ次年度ガバナー補佐 梶 暉芳（かじきよし）様 掲載 

・週報 木更津ロータリークラブ・袖ヶ浦ロータリークラブ 

・例会変更 袖ヶ浦ロータリークラブ（11月 15日 親睦旅行→夜間例会） 

・2021年 11月 12日（金）第 5グループ「情報研修会」※詳細事前配布済 

登録 12時 30分 点鐘 13：30～ 参加者：現地集合 

・2021年 11月 14日 富津市市制 50周年記念式典 出席・和田幹事（会長代理） 

・2021年 11月 18日 川崎マリーン RC 表敬訪問 ※出欠確認 

・2021年 12月 5日 鋸南 RC「55周年記念例会開催案内」 

登録 13時 点鐘 13時 30分～ ※出欠確認 

・川崎マリーン RC クリスマス例会のご案内  

※コロナ感染状況を鑑み年内自粛により丁重により欠席を案内します。 

※年明けの川崎大師参拝には、伺わして頂く予定 

・地区大会表彰状目録 「クラブ表彰」のご報告 

 ※100％ロータリー財団寄付クラブ<認証バナー> 

 ※Every Rotarian Every Yearクラブ<認証バナー> 

 

【結婚・誕生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生：和田幹事 結婚：和田幹事           誕生: 秋山会員 

 

【委員会報告】 

10月会計報告：遠藤会計 10月の収支報告書別途資料あり 

 

 

 

 

 

 

 



 

クラブ管理運営委員会：伊藤会員(河村会員代理) 

 11 月                           ※理事会 １１/4 （水）11:00～12:00  

開催日 プログラム 担当委員会 

 3 日（水） 休会（例会開催規定に従い休会） 

１0 日（水） １２：３０点鐘 財団外部卓話 ロータリー財団 

１7 日（水） １8：0０点鐘 会員増強炉辺会談 会員増強委員会 

２4 日（水） １2：００点鐘 桜の木の植樹 クラブ創立 30 周年記念事業 

 

         おめでとうございます！ 
 

誕生 結婚 

1１/２２ 窪田  謙 会員 1１/１４ 和田 充敏 会員 

 

会員増強・拡大委員会：栗坂会員 

次週 11月 17日（水）は会員増強・拡大委員会の担当例会（夜間例会）となってお

ります。 

今年度の会員拡大の取り組みとして、先日の例会でもご説明した通り、 

入会候補者をリスト化することから、改めて始めたいと考えております。 

つきましては、 

・配布したリストに沿って、各会員の皆さんに最低でも１名の候補者を挙げてもら

い、合わせて入会に向けた勧誘活動計画も検討 

・16日（火）までにリストを返送、それを集約したものを 17日（水）の夜間例会  

で配布    

・入会候補者を確認頂くとともに、入会に向けた勧誘活動計画についてその場で全

員で議論 

・活動の進捗状況については、今後の例会で定期的に確認ということで進めて参ります。 

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

【例会プログラム/卓話】 

ロータリー財団統括委員会財団資金管理寄付推進委員会委員長  

成田コスモポリタン RC：平野伸一様 

富津シティロータリークラブ様
２１－２２年度 11月例会卓話

 



〒286-0037千葉県成田市橋賀台 2-21-57 

1977年（昭和 52年）4月 25日生 

2001年 3月東洋大学経営学部経営学科卒 

【職歴】 

2001年 4月 株式会社ジェーソン入社 

2003年 4月 株式会社平野電設 入社 

2012年 4月 株式会社平野電設 代表取締役就任 現在に至る 

 〒286-0846 千葉県成田市松崎 264 https://www.hd-electric.co.jp/ 

【青年会議所（JCI）経歴】 

2005年 JCI成田 (一社)成田青年会議所 入会 

2014年 JCI成田 (一社)成田青年会議所 第 43代理事長 

2016年 JCI日本 (公社)日本青年会議所 千葉ブロック協議会 第 49代会長 

2017年 JCI日本 (公社)日本青年会議所 関東地区担当常任理事 

       JCI日本 (公社)日本青年会議所関東地区協議会 第 62代会長 

2018年～日本 JCシニア・クラブ 千葉ブロック担当世話人 

【所属諸団体】 

■成田商工会議所（1号議員） 

■成田空港対策協議会（事務局長） 

■(一社)成田市観光協会（総務委員会） 

■学校法人太田学園くすのき幼稚園（評議員） 

■千葉県中小企業家同好会つくも支部（委員長） 

■成田市立橋賀台小学校 PTA（2021年度会長） 

■成田コスモポリタンロータリークラブ 

（国際ロータリー第 2790地区 2021-22年度 財団資金管理・寄付推進委員会 委員長） 

【家族】 

妻_小夜子／長女_心（10歳）／長男_楽（2歳）／ミニチュア・ダックスフンド 

【愛読書】 

「回転木馬のデッド・ヒート」村上春樹／「道をひらく」松下幸之助 

 

【ニコニコ BOX】 

平野伸一様：ロータリー財団月間にお招きいただきありがとうございます 

君津 RC岡野祐様：本日は君津 RC創立 50周年式典のご案内をかねてメークアップさせて頂きました。 

         何卒よろしくお願い致します。 

君津 RC 佐々木様：本日はメークアップをさせていただき有難う御座います。君津 RC50 周年記念へのご来

場をお待ちしております。 

宮﨑会長：本日は、平野財団委員長、君津 RC岡野会長 佐々木幹事お越し頂き有難うございました。 

     又、遊びにいらして下さい。 

和田幹事：本日は、ロータリー財団平野委員長様、よろしくお願い致します。又君津 RCより岡野会長 

     佐々木幹事様ようこそ富津市シティへ今後もよろしくお願い致します。最後に結婚・誕生祝い 

     有難うございます。 

窪田会員：財団資金管理寄付推進委員長平野様、本日の卓話有難うございます。そして君津 RC岡野会長 

     佐々木幹事ようこそ 50周年式典楽しみにしています。 

秋山会員：本日は成田コスモポリタン RCより平野伸一様、遠い所ご苦労様です。又君津 RCより近い所 

     岡野会長並びに佐々木様ご苦労様です。本年も宜しくお願い致します。 

https://www.hd-electric.co.jp/


阿部会員：平野委員長、本日はロータリー財団の卓話有難うございました。今後共ご支援の程よろしくお 

     願致します。君津 RC岡野様、佐々木様 50周年おめでとうございます。増々の発展を祈念致し 

ます。 

伊藤会員：平野様本日の卓話有難うございました。君津 RC岡野様、佐々木様今後ともよろしくお願いいた

します。  

江藤会員：財団資金管理・寄付推進委員会平野様、君津ロータリクラブ岡野会長、佐々木様 

     本日はありがとうございました。今後共よろしくお願い致します。 

遠藤会員：ロータリー財団委員長平野様卓話ありがとうございます。 

栗坂会員：平野様本日は卓話有難うございました。ロータリー財団の役割、寄付の大切さを十分理解出来

ました。 

立石会員：いつも大変お世話になります。本日のお客様成田コスモポリタン RC平野伸一様 

     君津 RC会長岡野祐様、幹事佐々木昭博様ご来訪ありがとうございます。今後も 

     宜しくお願い致します。 

 

【Ｍａｋｅ Ｕｐ】 

君津 RC 岡野祐様 

君津 RC  佐々木昭博   

 

 

 

【出席報告】クラブ管理運営委員会：立石会員 

 
 
 

 

区分 会員数 出席 欠席 Make up 出席率 

今回(11/10) 12 10 2 2 83％ 

前回(10/20) 12 8 4 0 67％ 

 

 

 


