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前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
1月25日の出前教室は仕事の都合でまったく顔を
出せず申し訳ありませんでした。時下委員長をはじ
めとする関係者の皆さまどうもご苦労様でした。順
調に終了して好評だったと伺いました。どうもあり
がとうございました。
また翌1月26日にはかずさアカデミアパークホテ
ルにて第5グループのインターシティミーティング
が開催されました。吉野ガバナー補佐、廣田グルー
プ幹事のご指導のもと、ホストクラブとして無事盛
大に開催できたことをご報告いたします。インフル
エンザが猛威を振るう中、当クラブからも多数の会
員の参加をいただきました。どうもありがとうござ
いました。ガバナー補佐挨拶の後、中村靖治パスト
ガバナーから「これからのロータリーの生き方」と
題して精力的なご講演をいただき大変勉強になりま
した。いつもながら機関車のように強力に周囲の人
をけん引していく様子は大変印象に残りました。続
いてクラブ活動（トピックス）について、まず富津
中央ロータリークラブから後期のクラブ重点目標、
会員卓話の予定、研修会の開催、会員増強などにつ
いて話がありました。また今後の活動予定として
台湾の姉妹クラブの40周年記念式典への参加など
があげられました。次に木更津東ロータリークラブ
から「明るい例会」を目指した幾つかの外部卓話に
よる試みについて紹介がありました。最後に当クラ
ブから私が、当クラブで行っている奉仕活動として
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花植え、出前教室、枝豆収穫祭いつごろからどのよ
うに始まったかを紹介いたしました。報告は先日の
会長挨拶で披露したもののほかに、一枚一枚の写真
について多少の解説を加えたものです。少し冗談が
過ぎたきらいもありますがおおむね好評でした。多
くの会員からしまちゃんよかったよ、オモシロかっ
たよと言ってもらいましたし、他クラブからも「会
長、君津クラブの楽しそうな様子がよくわかりまし
た。面白かった。」と言っていただきました。でも
今回の報告を通して少し考えたことがあります。こ
れらの奉仕活動が、その場で美味しい枝豆を食べる
こと、きれいな花を咲かせることが一番の目標でな
いことは皆さまもわかっていると思います。これら
の活動を通して関わった人の今後に何か良い影響を
与えることができればということであろうと思いま
す。会社の仕事ではありませんのでその場で明らか
な成果を出す必要がありません。利益を出すことも
要求されません。リーダーたちは会員増強も含めて
明らかな成果ばかりを要求しすぎているような気が
します。それはどちらかというと多くの会員の緊張
をさそい、楽しさが損なわれます。ロータリーはも
う少し根本から変わってもいいのかなとそんなこと
を感じました。以上本日の会長挨拶とさせていただ
きます。
報
告
１．1月26日（土）第5グループインターシティミー
ティングが開催されました。当クラブからは、
22名が出席しました。お疲れ様でした。
後程、会長挨拶の中で報告致します。
２．1月31日（木）第47回君津市社会福祉大会が開催
され、表彰式に岡野幹事が出席されました。お疲
れ様でした。
３．2月2日(土)奉仕プロジェクト補助金管理セミ
ナーが開催されました。
当クラブからは、吉野ガバナー補佐・内山会長
ｴﾚｸﾄ・次年度国際奉仕委員長大住会員・次年度社
会奉仕委員長茂田会員が出席されました。お疲れ
様でした。
後程、内山会長エレクトより報告をお願いします。
４．2月2日(土)～2月3日(日)一泊二日でRYLAセミ
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ナーが開催されました。
当クラブからは、地区ＲYLA委員長 黒岩会
員、実行委員の佐々木会員、宮嵜会員、村上委
員、福田委員、平野委員、参加ロータリアン内
藤会員、参加青少年は、徳山ビルサービス2名、
玄々堂病院1名、アドマスター1名でした。お疲
れ様でした。
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告
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〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．スリランカプロジェクト浄水器寄贈の様子（写真）
４．君津市社会福祉大会の資料・感謝状
５．ザ・ロータリアン（英語版）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（2月号）
４．確定申告用領収書(R財団・米山記念奨学会寄付分)
５．出前教室写真（八重原中学校）
６．卓話の資料
７．新元号を考えよう
親 睦 委 員 会
2月の誕生祝・私の記念日
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新入会員自己紹介

坂井佳代子会員

このたび君津ロータリーク
ラブに入会させて頂きました
坂井佳代子と申します。夫は
君津ロータリークラブが大好
きで、会員の皆様が大好きで
した。自分が退会した後は、
私が会員となり活動を続ける
ように強く希望しており同級
生で幼馴じみの武田富士子さ
んに推せん者をお願いしました。
私は昭和33年、製鐵所勤務の父と専業主婦の母
のもと、長女として北九州八幡の穴生で生を受けま
した。
九州で6才まで、小学生時代は大阪の堺で育ちま
した。もう少しで小学校卒業という6年生の三学期
に父へ辞令がおりまして君津へ転勤となりました。
大和田社宅でしたので、大和田小学校に転校して
まいりました。この時、夫や推せん者の武田富士子
さんと出会うことになります。
その頃は自分の人生の歯車が大きく動き出してい
ようとは知る由もありませんでした。
君津へ来た頃1970年代前半は大和田社宅から大和
田小学校へかかっている大和田橋もまだ建設中で子
供達はその横につり橋がかけられておりつり橋を
渡って学校に通いました。崖と崖の間につり橋がか
けられているようで下を見るとまだ舗装されていな
い道路を土けむりをあげながらダンプカーがひっき
りなしに行き来し、君津の町並みがどんどん変化・
発展するさまを目の当たりにしました。
大和田小から周西中・君津高校と進学しました。
高校卒業後は女性も生きていく為に手に職を持ち経
済力を身に付けなければいけないという思いと当時
我家に社宅を出て畑沢に家を建てるとの話もあり、
親に経済的な負担をかけることが出来なかったの
で、国立千葉病院附属看護学校に入りました。その
ころ国立の看護学校は、教科書代・授業料・寮費・
食費等無料で、奨学金も一ヶ月一万円出て、卒業後
国立千葉病院で3年勤務すれば返済の義務もありま
せんでした。その為卒業後は国立千葉病院に看護婦
として就職し小児科病棟で4年勤めました。
看護学校はほとんどの生徒が寮生活ということも
あり同じ釜の飯を食った仲間と言います通り今でも
仲良く毎年クラス会も開催しています。玄々堂病院
の看護部長さんは、看護学校の先輩にあたります。
近くに先輩がいらっしゃることも心強いことです。
昭和59年6月に、小・中・高の同級生であります坂
井正視と縁がありまして結婚致しまして二男一女を
もうけました。

現在、長男は当ホテルの社長として、又新米パパ
として日々奮闘しています。次男はカスタマーエン
ジニアとして県内を廻り仕事をしています。長女は
幼稚園教諭で今年結婚の予定です。
昨年、還暦を迎えましたが、まだまだ未熟な私で
す。人前で話すことも苦手でとり立てて自慢できる
知識や経験もありませんが、夫が見守ってくれてい
ますのでこれからの人生、楽しく健康に気を付けて
生きて行こうと思います。このような私ですが、皆
様どうぞよろしくお願い致します。
秋元ゆかり会員

この度、ご縁があり、君津
ロータリークラブに入会させ
て頂きました、秋元ゆかりと
申します。親から頂いた名前
のとおり、縁、一期一会、今
を大切に日々心がけて参りま
した。
これからは、皆様方にご指
導を頂き、さらに自己成長を
して、皆様方と共に周りの方々の笑顔に繋がる活動
を、精一杯頑張って行きたいと思っておりますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。
委 員 会 報 告
職業奉仕委員会
2018-19年度 八重原中学校出前教室 実施報告
時下俊一委員長
2019年1月25日午前中、本年度第２回目の出前教
室を君津市立八重原中学校で開催しました。
少子化の流れには逆らえず、同校も1年生の生
徒数は昨年度72名、本年度は70名（当日出席は67
名）と減少しつつある状況ですが、会員各会社のご
協力により前年度同様の７講座を開催することが出
来ましたことを感謝申し上げます。
講座の内容につきましては周西中学校同様、玄々
堂君津病院殿が本年度は「朝食の重要性」という
テーマで調理実習と併せて実施いただけたことと、
弊社が「電気を作る仕事」という講座を新たに設け
させていただきましたので、年度計画で目標としま
した講座内容の改革は達成出来たと感じております。
生徒たちも、普段の授業内容と全く毛色の異なる
テーマに興味津々の様子で目を輝かせており、自分
の将来に向け、或いは周りの社会全般に向けて視野
を広げ、一段と成長できたものと確信しております。
ロータリー財団補助金管理セミナーの報告
内山貴美子会長エレクト
２月２日土曜日13：00より三井ガーデンホテル

千葉において開催されました、奉仕プロジェクト委
員会、ロータリー財団委員会合同主催の補助金管理
セミナーに、吉野ガバナー補佐、次年度国際奉仕委
員長の大住会員、次年度社会奉仕委員長の茂田会員
と私の4人で出席してまいりました。
13：00櫻木英一郎ロータリー財団統括委員長の
点鐘で始まり、16：15平野弘和奉仕プロジェクト
統括委員長の点鐘で終わりました。
第1部として社会奉仕についてと国際奉仕につい
て、第2部としてロータリー財団委員会より地区補
助金の申請について、それぞれ各委員長からの説明
がありました。
休憩をはさみ、地区補助金事例の発表として2つ
事例の発表がありました。
①市川シビックロータリークラブは、小学生の食育
を推進する運動として65万円費用に対し24万円
の補助金を頂き 地元の小学生に朝食をとっても
らう「朝食選手権大会」を昭和短期大学、山崎パ
ン等に協力していただき開催し、文部科学大臣賞
をめでたく受賞されたそうです。
②千葉北ロータリークラブは、多言語紙芝居 千葉
神社の「わっはっは福笑い」を日本語学校等で開
催されたそうです、その後グローバル補助金事業
について等のお話がありました。
ロータリー財団は1917年6月18日アトランタで開
催された第8回ロータリー年次大会で「世界でよい
事をしよう」というアーチ・クランフの提案により
生まれました。そして最優先項目は、「ポリオプラ
ス」と共に ①平和と扮装予防・扮装解決②疾病予
防と③水と衛生④母子の健康⑤基本教育と識字率向
上⑥経済と地域社会の発展の「6つの重点分野」を
中心とした「人道的奉仕」です。
ロータリー財団のプログラムは
①地区補助金 地元や海外の地域社会のニーズに取
り組むための比較的規模の小さい短期的な活動助
金です。君津ロータリーは今年度出前教室です。
②グローバル補助金 6つの重点分野に該当し持続
可能かつ測定可能な成果をもたらす大規模な国
際活動補助。補助金提唱者は国際的なパートナー
シップを組み各地の地域社会のニーズに取り組む。
③ポリオプラス
④ロータリー平和センタープログラム
以上の4つです。
ロータリーの寄付は、寄付の種類によって4つの種
類となります。
①年次基金は寄付の50％が3年後にDDF（地区財
団活動資金）、残り50％がWF（国際財団活動資

金）になります。
②ポリオプラスはポリオ撲滅活動をします。
③恒久基金は、元金はそのままで、DDF（地区活
動資金）に残りの50％がWF（国際活動資金）に
なります。
④臨時に設置された災害復興等の基金です。
4つの寄付のうち年次寄付金が0のクラブを寄付0
クラブといいます。当地区は3年前から寄付0クラ
ブになっています。一人150ドルを目標にお願いし
ていますが、少ない場合は地区補助金が減額になる
こともあるそうです。
地区補助金はただお金を出すだけでなく、誰かに
任せず、又5年間は同じ企画ではだめです。他クラ
ブも地区補助金を上手に活用しています。当クラブ
としても今以上に内容のある素晴らしいい内容のも
のにつなげていけたらと思います。その前にまずは
寄付をいたしましょう。
メインプログラム
会員卓話「地方銀行を取り巻く環境の変化とアパマ
ン資金の対応」
内山雅博会員
１．マイナス金利の導入と地
方銀行の収益確保の道
地銀の本業赤字は半数
２．スルガ銀行の躍進と転落
（１）オーナー銀行が「異
端児」から「地銀
の優等生へ」そし
て・・・
（２）かぼちゃの馬車は魔
法の馬車？
経営破綻した家賃保証会社スマートデイズ
の経営戦略
（３）組織的な不正融資
融資案件の99％承認
（４）具体的な不正手口
審査を通す為だけの書類完備
３．アパマン資金の現状
千葉銀行のスタンスと今後
日銀の金利政策ですが最初はバブル崩壊後の
1999年にゼロ金利政策を速見総裁が導入しまし
た。一旦、正常化しましたが2008年リーマン
ショックにより白川総裁がゼロ金利の再導入を行い
更に3年前の2016年1月29日、日本銀行のマイナス
金利政策が金融政策決定会合で決まりまして銀行は
苦境に追い込まれました。
地方銀行は106行ありますがマイナス金利導入直

後の2016年3月の時点で40行が本業で赤字となって
おり・・2018年3月は54行が赤字です。2期連続本
業赤字は52行という状況です。本業ではなく株式
の売却や債権の運用で何とか利益を計上している状
況です。
マイナス金利の厳しさですが金融機関は貸出と預
金はバランスしなければならないので預金が多いと
日銀当座預金に預けます。日銀にお金を預ければマ
イナス金利なので金利を0.1％払うことになります。
例えば預金が12兆で貸出が10兆円だと預金2兆円を
日銀に預けることになり金利を払うこととなりま
す。実際は、そこまで単純ではないのですが・・・
この預貸の差額を縮めるのに一番、手っ取り早い方
法が融資を伸ばすことでした。特に融資増強は貸出
金利の低下をボリュームでカバーするということで
銀行の収益向上には一石二鳥であったのです。
そこで銀行は融資を徹底的に伸ばしました。賃貸
物件の建築・購入がボリュームもはるし担保もある
ので手っ取り早いのです。中でも圧倒的に融資を伸
ばしたのが地銀の優等生といわれた「スルガ銀行」
です。スルガ銀行は3.5％～4.25％のアパート購入
資金・アパート建設資金で融資をどんどん伸ばしま
した。
そんな中、2017年10月～シェアハウス業者ス
マートデイズ問題が表沙汰となりました。ここでス
ルガ銀行と破産したシェアハウス経営のスマートデ
イズとの事件を振り返って見ます。スマートデイズ
は2017年10月に家賃保証の減額通知→2018.1家賃
支払停止→2018.4民事再生→2018.5破産手続きとな
りました。
スマートデイズはシェアハウス「かぼちゃの馬
車」のブランドで一躍有名に。当初はベッキーを
CMに起用。地方から出てきた女性が鞄ひとつで入
居。女性のためのシェアハウス。家具・家電付きと
いうキャッチフレーズ。しかし所謂シェアハウスで
はなく10㎡のベッド備え付けの狭い部屋。トイレ
とシャワー室が共用で台所が廊下に存在という粗末
な部屋でした。オーナーには銀行の審査も承認に
なる家賃保証つきの物件購入でTVCMあるから安
心ですよ。しかも家賃保証の利回り8％ですよ。飛
びつきたくなる話ですが・・・この満室想定利回
り8％というのが問題で実績家賃ではなく満室想定
の利回りです。しかも付近のワンルーム25㎡家賃
10万円と10㎡のシェアハウスと家賃設定は同じで
す。普通に考えると商売として成り立たない物件
と考えられるのです。面積からすると4万円台が妥
当か・・・入居ゼロなのに家賃保証しているので

家賃をオーナーに払わなければならないが・・・
お金がない状況です。そこで土地にどんどんシェ
アハウスを建築し1億5千万円で売却。実例を挙げ
て説明すると・・通常のワンルームマンション150
百万の物件で年間の家賃収入が12百万円とすると2
百万÷150百万で利回り8％となります。これはワ
ンルームマンションの賃貸料での計算です。面積的
にワンルームの（10／25㎡）40％となると家賃収
入は4800千円。利回り8％とすると本当は60百万の
物件となります。これをワンルーム25㎡と同じ150
百万で売却。想定家賃を偽るだけで＋90百万で儲
けとなります。その儲けを家賃保証分の支払いに充
当・・・自転車操業の始まり。あとは融資をスルガ
銀行が融資ストップすれば回転できずに資金が行き
詰まるという典型的な図式・・。

最近ではTATERUというアパート建設管理会社
が取引先の融資資料を改ざん（アパート購入希望者
の預金残高データを水増し融資通しやすく）西京銀
行（山口県）と1000件のアパート向け融資を行っ
ており今後は通帳の原本確認を行うと改善が発表さ
れております。具体的には預金23万円のサラリー
マンに名古屋の木造3階建てアパート118000千円・
表面利回り6.42％期間35年・金利2.55％・預金は
623万円へ改ざんし取り組みました。
このようにアパマン資金には逆風が吹いておりま
すが融資を伸ばすのにアパマン資金ボリュームがあ
り大事であり銀行はもう一度アパマン資金に力を入
れています。

スルガ銀行は銀行が少なくとも通常の銀行が対応
しないシェアハウスの融資で伸ばしました。シェア
ハウス案件に対する対応が厳しい中でスルガ銀行だ
けはリスクに応じた金利4.25％をとって融資を増や
したわけですが、それだけなら、こんなに非難を浴
びる必要はなかったのです。リスクに応じた金利は
当然であり地銀の優等生の地位はかわらなかったと
思います。
新聞報道と第三者委員で明らかになった内容では
「不正は組織的に行われていた」というものでし
た。不適切融資1兆円（融資残高3兆1500億）と融
資残高の31.7％に上ります。不動産融資2兆円の半
分1兆円（住宅ローンに含まれるものも含む）が不
適切融資。全従業員の2割の300人が関与。審査承
認99％。通常は2.3割が振り落とされる。審査部で
99％承認は異常であり有り得ない状況で審査が全
く機能していない状況だと思います。出金伝票改ざ
んしました。他人の筆跡で不正に引き出し金額を記
入した伝票が複数です。現金は販売会社へ渡ってい
るのです。融資の際に金額を空欄で署名を受けてい
ました。これだけの不正が行われていたのは異常な
状況です。

一般的に銀行のアパマン資金の重点は3点です。
1．単体収支がプラス2．単体マイナスの場合は総
体の収支がプラス3．正味資産がプラスであること
です。単体の収支がマイナスである場合は総体（給
料や他の物件の収入）で返済が可能か？総体収支が
マイナスの場合はカバーする資産（現預金・不動
産）を保有しているかが重要です。また単体の収支
には単なる家賃の入金から返済を引いただけではあ
りません。まず家賃収入にストレスを掛けて計算し
て耐用年数以上は見ません。そして経費は元金・利
息、修繕費・維持管理費・損害保険料・公租公課・
減価償却費まで計上します。ということは土地所有
者でないと単体収支は基本的に厳しいということに
なります。しかし自己資金が多かったり現預金や所
有資産が多い場合には総体でのカバーが可能な案件
ということになります。一般のサラリーマンは厳し
いです。正味資産がプラスというのが基本ですから
一般のサラリーマンは住宅ローンもあるので正味資
産はマイナスとなる人が殆どです。

スルガ銀行は銀行にしては珍しくオーナー一族に
よる経営でした。収益至上主義でガバナンスは構築
されずに行員が成績を上げて出世するということだ
けを考えて不正に手を染めていたわけです。銀行と
いえども株式会社であり株主の為に株価を上げる
必要がありますがスルガ銀行の株価はピークの1／
5まで落ち込み時価総額で4500億円が吹き飛びまし
た。銀行の収益と株価を上げるべく努力をしました
が不正発覚により今後の不良債権増加とデフォルト
懸念が高まりやらないほうがよかった状況となって
おります。

ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
今度隈元さん他何人かで誕生祝をし
てくれるそうです。楽しみです。
誕生祝いありがとうございました。
岡野
祐
２月３日、53になりました。これか
らも、皆様からのご指導を頂きます
ようよろしくお願い致します。誕生
祝いありがとうございました。
内山貴美子
奉仕プロジェクト委員会、財団委員
会のセミナーに参加してまいりまし
た。皆様の積極的ロータリー活動参

以上、最近のアパートマンションの状況の説明を
させて頂きました。ご清聴ありがとうございました

吉野

和弘

坂井佳代子
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中村
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加ご協力宜しくお願いします。
インターシティ―ミーティングに参
加して頂いた会員の皆様ありがとう
ございました。
節分もおわり新しい年を迎えまし
た。おめでとうございます。ロータ
リーのぼうしを頂きました。ありが
とうございました。
今日は自己紹介という事で、人前で
お話をすることは苦手でとても緊張
しました。早く慣れますように。
ロータリーの帽子、ありがとうござ
いました。
２月２日（土）に成田山新勝寺に
行ってきました。皆様のご多幸と、
世界平和を祈念してまいりました。
これからも、なかば自分達の為に、
なかば他の人の為に、ロータリー活
動も頑張ってまいります。誕生祝い
ありがとうございました。
私の記念日にて、お花をいただきま
した。その花は、アマリリスで大輪
の花をさかせています。とてもきれ
いです。ライラセミナーに参加でき
ず、すみません！！大変、おつかれさ
までした。誕生祝い、ありがとうご
ざいました。
誕生祝いありがとうございます。
もう2月で、今年も残すところ11ヶ
月。今日出来ることは明日に残さな
いことを徹底すべきですが、なかな
か実践できません。ロータリー活動
では、出来ることは出来る時にを実
践できるように頑張ります。
35回目の結婚記念日になります。熟
年離婚はなさそうです！！私の記念日
ありがとうございました。
記念日の花が届きました。ありがと
うございます。
前回大当りをいただき喜んでおりま
した所、先週早々に「インフルA型」
を大当りしてしまいました。禍福はあ
ざなえる縄の如し。春の訪れにも浮
かれず着実に過ごしていきます。誕
生祝いありがとうございました。
１月25日の八重原中学校出前教室、
26日のIMにご参加頂いた皆様、大
変おつかれ様でした。２月10日のお
花を楽しみに待っております。私の
記念日ありがとうございました。
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誕生祝いありがとうございます。
記念日のお花ありがとうございまし
た。家族も喜んでいました。体調気
をつけながら今月も頑張ります。
初めて４つのテストを唱和させてい
ただきました。ありがとうございま
した。
カゼをひいてしまいました。でもイ
ンフルではないのでご安心くださ
い。だんだん体力の低下を感じてい
るところです。みな様、カゼ対策よ
りも体力強化ですよ！
昨日は多少雨が降りましたが、乾燥
しています。風邪（インフルエン
ザ）と火災にご注意下さい。
土曜日に、2790地区の補助金管理
セミナーに参加しました。来年度国
際奉仕委員会として、これまで当ク
ラブで２年続けてきたスリランカの
子供たちに届けてきた浄水器は農薬
や塩分に効果がなく、大掛かりな設
備を必要としますが、グローバル補
助金のハードルが高く来年度は準備
期間か？
１月26日、IM無事終了しました。皆
様のご尽力に感謝感謝です。講師の
中村委員長も機嫌よく帰られました。
内山さん、卓話ありがとうございま
す。日本人はもう少し、金融を理解
し、会社・個人の財産をしっかり
守って上手に増やせたら良いと思い
ます。
今朝インフルエンザから社員が復帰
しました。乾燥の日が続いておりま
す。皆様もご注意下さい。
サッカー、テレビで応援しました
が、残念でした。私も負けずにがん
ばろう！
本日は卓話の機会を頂き、ありがと
うございました。
ライラ行って来ました。最高の天気
でした。ありがとうございました。
大変ご無沙汰しており申し訳ありま
せん。インフルエンザにもかから
ず、体調も悪くならず、元気に過ご
せることに感謝しております。昨年
11月に受けた衛生管理者資格が、２
回目でやっと合格できました。一昨
年に指摘を受けた労基署対応が一段
落しました。みな様もご安全にお気
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をつけ下さい。
今日は暖かいですね。早く春が来な
いか待ちどおしい今日このごろです。
２月２日、３日の二日間、RYLAセ
ミナーに実行委員として参加してき
ました。黒岩委員長を始め、実行委
員、参加ロータリアンの皆さん、お
つかれ様でした。
新年行事等の仕事の関係で１月は例
会に出席できずに誠に申し訳ござい
ませんでした。２月から通常モード
に戻りますので、しっかり例会に出
席します。
内山様、卓話ありがとうございました。
本日は、朝から一日遅れの豆まきを
会社で行ってきました。鬼役の管理
職は気の毒な程社長から豆を投げら
れておりました。本日は早退させて
いただきます。
２月２日、３日に開催しました第42
回RYLAセミナーには、クラブから
参加者４名、実行委員５名参加いた
だきありがとうございました。おか
げさまで、事故・トラブルもなく開
催することができました。皆様方の
ご支援ご協力に感謝いたします。
先日、当社の社員がインフルエンザ
の予防接種をしに病院に行ったとこ
ろ、もう遅いからしても意味ないと
言われたそうです。でも、一度も
なった事がないと言う事で、今のと
ころ社員全員なっていないので、こ
のまま気を付けて一人もならずに春
を迎えたいと思います。
2週間前、インフルエンザに感染
し、ご迷惑をお掛けしました。話題
のゾフルーザ服用で、症状は、発症
時37.9度から半日後に37度以下に下
がる等、早い回復でした。記憶する
限り社会人になって初のインフルエ
ンザ感染でしたが、加齢による抵抗
力低下?!でしょうか。
昨日、節分会を行ったお寺の片付け
をした御礼にヤクルトを頂き久しぶ
りに飲みました。大変おいしかった
です。
２月２日、ライラに参加してきまし
た。今回で３回目のウォークラリー
でしたが、１回目が１位、２回目が
３位入賞、３回目は入賞すら出来

別府

明人

ず、思い込み先入観に年々囚われて
いる事を認識してきました。今後に
生かしたいと思います。
インフルエンザ、気を付けましょう。

出前教室の様子（八重原中学校／ H31.1.25）

新日鐵住金㈱知ってて知らない？鉄のすごさ！

君津玄々堂病院 ( 朝食の重要性 )

㈱テツゲン ( 製鉄所内のエコな仕事 )

君津共同火力 ( 電気をつくる仕事 )

日鉄住金環境㈱ ( 水をきれいにする仕事 )

㈱ MTI（磁気の不思議）

協立工業㈱ ( 溶接でスクラップロボをつくる）

職業奉仕委員長、閉講式にて挨拶

第 5 グループインターシティミーティングの様子（H31.1.26）

第 5 グループ幹事

廣田二郎

RLI 日本支部ファシリテータ委員長

中村靖治氏

第 5 グループガバナー補佐

吉野和弘

君津ロータリークラブ会長

永嶌嘉嗣

第 2790 地区パストガバナー

秋元秀夫

