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（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
皆さん、今日は認知症について多少お話をしたい
と思います。私に限って認知症とは無縁だ、私は認
知症ではないと断言できるという方、あなたはすでに
立派な認知症であるといえます。車を運転する限り
事故は付き物、事故は絶対起こさないという人はい
ないのと同様に、人間生きていればいつかは程度の
差こそあれ一定の認知症にはなるものだと思います。
認知症とは、物忘れや認知機能の低下が起こり、
日常生活に支障をきたしている状態です。物忘れや
認知機能の低下は脳の神経細胞が障害を受けて死滅
し、減少していくことで起こります。認知症を発症
すると、時間や場所の感覚が分からなくなる、考え
事に時間がかかるようになる、一度に複数のことを
こなせなくなるなどの変化が生じます。また無気力
やうつ状態、怒りやすくなる、妄想を抱くようにな
るなどの変化も起きます。最近怒りっぽくなったと
いう方は、少し気を付ける必要があります。ただ妄
想については、妄想をするというだけでは認知症で
はありませんので御心配なく。妄想は誰でもするも
のです。そのために日常生活に支障が生じたときに
認知症ということになるわけです。
認知症についても他の病気と同様に早期発見が重
要視されています。脳神経細胞が完全に死滅してい
ない早期段階で治療を開始できれば、病気の進行を
ある程度遅らせることができるということになって
います。しかしながら現時点では早期発見しても皆
様の期待に沿うような治療効果は実現できていない
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と思います。ある専門医の意見でも、薬は効きませ
んとそっけないものです。ただ治療は日進月歩、近
い将来に有力な治療法が開発される可能性はあると
思います。
認知症の種類、分類などについては今日は触れま
せん。会長挨拶では少し時間が足りません。しかし
皆さんがもし認知症ではないかと思ったら、まずあ
きらめずに簡単な検査を受けることをお勧めしま
す。原因となる別の病気が見つかった場合、比較的
簡単な治療で症状が改善する場合があるからです。
たいていの検査は普通に保険適応となっていますの
で、気軽にご相談くださればと思います。
認知症を悪化させる原因にはどのようなものがあ
るのでしょうか、最近言われているのは睡眠薬のあ
る種類のものが挙げられています。諸外国では取扱
が慎重に行われているのですが、わが国では医師
の処方箋さえあればだれにでも気軽に手に入り、ま
た海外と比べて使用量もかなり多いらしいです。ま
た過度のアルコールも増悪因子として認知されて
います。少量であれば関係ないという意見もありま
すが、その量については意見は多少分かれます。い
ずれにしても習慣性飲酒はやめたほうがよさそうで
す。以上最近になり習慣性飲酒と睡眠薬の乱用を止
めることができたので可能になった会長挨拶でした。
報
告
１．4月17日(水)、東京神宮RCの例会及び明治神宮
清掃奉仕活動が行われました。
出席者：川名会員・鈴木会員・大川会員・
福田会員・村上会員（5名）
お疲れ様でした。
２．4月20日(土)、地区研修・協議会が開催されま
した。
出席者：内山会長エレクト・武田副幹事・
小幡会員・荒井会員・大川会員・
谷口会員・大住会員・宮嵜会員・
坂本会員・廣田会員・黒岩会員・
鈴木会員（12名）
お疲れ様でした。
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〈報 告〉
１．次回の例会はGW明け5月13日(月)です。お間違
いないようお願い致します。（事務局：４/27～
5/6までお休み）また、会員の皆様にはFAXにて
お知らせしておりますが13日の例会はメインプ
ログラムが次年度タイムとなっております。次年
度委員長を中心に、次年度活動・担当などについ
て協議して頂きます。宜しくお願いします。な
お、例会前11時30分より、現・新合同理事会を
開催致します。現・新理事の方はご出席下さいま
すようお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．駅前花壇の準備作業・花植え作業の出欠について
４．フェアウエルパーティの案内
５．2019春 明治神宮清掃奉仕の様子
６．君津お花見ウォーク実行委員会よりお礼状
７．ザ・ロータリアン(英語版)
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2019かずさ市民応援団会員証（数に限りがあ
ります）
委 員 会 報 告
地区研修・協議会について
内山貴美子会長エレクト
4月20日土曜日 アパホテル&リゾート東京ベイ幕
張ホールにおいて開催されました、地区研修・協議
会に次年度の役員である、武田幹事、小幡研修委員
長、荒井潤一郎会員増強委員長、大川親睦委員長、
谷口広報イメージ向上委員長、大住国際奉仕委員
長、宮嵜青少年奉仕委員長、坂本ロータリー財団副
委員長、廣田米山記念奨学委員、そして地区役員の、
黒岩RYLA委員長、内藤委員、鈴木米山記念奨学委
員長と会長エレクトの私で参加してまいりました。
10：00諸岡ガバナーエレクトの点鐘で始まり、
2019―20年度国際ローターリー、マーク・マロ
ニー会長の「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマ
でビデオが放映されました。その中で真のリーダー
の目標は「最大限を達成するのではなく、周りの人
が可能な限り最大限を達成できるようにする」で
す。ロータリーは家族です。家族との時間を犠牲に
するのではなく、家族との時間を補うような経験を
提供する場である必要があります。暖かく、受け入
れやすいクラブを目指しましょう！とおっしゃって

いました。
その後、関口2019―20年度地区研修リーダーか
らロータリーって何かの定義の説明があり、諸岡ガ
バナーエレクトからＲＩの運営方針の4つの強調事
項1）ロータリーを成長させる、２）家族を参加さ
せる、３）ロータリーのリーダーになる道を拓く、
4）国際連合との歴史的な関係に焦点を置くが発表
されました。
地区スローガンは「ロータリーから千葉を元気
に」と発表され、地区ロータリーを元気にするた
め地区3,000会員、300女性会員、30会員未満のク
ラブの基盤強化、3クラブの新設の目標、又、地区
リーダーシップ・チームの運営方針が発表されまし
た。地区研修リーダーの直轄でロータリー研修委員
会、ＲＬＩ推進委員会、理念研修委員会の行う3大
セミナーの開催を行い、戦力計画委員会を立ち上げ
地区会委員基盤の変更と充実を図ります。
その後、クラブ奉仕活動優秀クラブ、奉仕活動優
秀ロータリアンの表彰がありました。
昼食後、各部屋に分かれ各クラブの所信表明と事
業計画の発表等の内容の部会別協議会が3時間びっち
り行われました。私も他の会長エレクトの活動方針と
決意表明を聞くことができ大変参考になりました。
帰りの車の中で研修委員長の小幡さんから「内山
さんＲＬＩに参加したことがあるかい？研修委員長
はＲＬＩに参加しなくちゃあいけなかったんだね」
と言われ小幡さん是非参加してクラブを良い方向に
導いてくださいとお願いしました。又、谷口委員長
からも今日宿題をもらったので次までに考えなけれ
ば…と、そして幹事会で女性の立場で会員増強につ
いてと意見を問われ、活発な意見を出してくれた次
年度武田幹事、皆さんの今後のやる気を感じる1日
でした。そして皆さんご協力、やる気をばねに1年
間頑張らねばと再認識させられた1日でした。今後
皆様の更なるご協力でロータリー活動頑張りましょ
う。宜しくお願いします。
新入会員自己紹介

楠原義章会員
日本製鉄（にっぽんせいて
つ）君津製鉄所 総務部長の楠
原です。
1971年1月12日大阪府生ま
れの、現在48歳です。
1993年に当時の新日本製鐵
に入社し、初任地が大阪府堺
市にある堺製鉄所、その後東
京の本社勤務を経て、2000年
10月から2005年3月末までの約4年半を君津製鉄所
で勤務致しました。従い、今回は14年ぶり2回目の

君津勤務ということになります。
因みに、2005年3月末に君津を離任した後は本社
や兵庫県姫路市にある広畑製鉄所、さらには当社が
出資するタイの事業会社に出向し、また本社に復職
したりと、社歴26年間で転勤を伴う人事異動は今
回で8回目となります。
社歴26年間の半分以上となる15年間は海外関連
業務に従事していました。日本の製鉄所で製造した
当社製品を海外のお客様に輸出販売する業務と、
当社が出資する海外の事業会社に関する企画・管理
業務が主で、君津に来る直前もこの業務に従事して
おりました。こうした仕事を通じて訪問した国は
31ヵ国に上ります。
また、先ほどタイの事業会社に出向していたと申
し上げました。「タイ駐在」というと随分楽しそう
な響きが致しますが、私が駐在していたのは首都バ
ンコクから東南に200kmほど離れたラヨーン県マプ
タプットという田舎の工業地帯であり、且つ出向の
ミッションが会社の経営再建ということで、土日祝
日も含めて仕事漬けの毎日でありました。1年半ほ
どで何とか会社を立て直し、漸く少しはゆっくり
出来るかなと思っていたらすぐに本社に戻され、結
局、仕事以外の思い出が殆ど作れない味気ない海外
駐在となりました。
話を1回目の君津勤務の時に戻しますと、当時は30
歳とまだ若くて元気だったのと、新婚で家族を帯同
していたこともあり、仕事以外でも南房総での生活
を楽しませて頂きました。当時は自転車が趣味だっ
たこともあり、鹿野山や房総スカイラインを自転車
で上り下りしたり、富津市の鋸山まで足を伸ばした
りもしておりました。その後はすっかり自転車熱も
冷めていますが、これを機に、健康管理も兼ねて自
転車を再開しようかなと、少しだけ考えています。
この度は、縁あって君津ロータリークラブに参加
させて頂くことになりました。
先日、私の7代前の総務部長である長崎文康さん
という方にお会い致しましたが、君津での印象的な
思い出の一つに、ロータリアンとしての活動を挙げ
ておられました。
私もロータリーの皆さんとの接点を通じ、新たな
経験ができることを楽しみにしております。
これから、どうぞ宜しくお願い致します。
藪 武会員
この度、日鉄テックスエンジの谷口支店長様にご
推薦をいただきまして、君津ロータリークラブに入
会させていただきました薮と申します。よろしくお
願い申し上げます。
私は、兵庫県高砂市で生まれ育ち、大学を卒業後
現在の会社に就職いたしました。勤務しております

のは黒崎播磨という会社です
が、時々、駅伝やマラソンの
テレビ中継で社名が出てまい
ります。しかし、どのような
会社なのか社名からは分らな
いと思います。業種で言いま
すと窯業です。鉄を作るため
に様々な設備がありますが、
その設備の内側に張る耐火煉
瓦を製造、販売しております。従いまして、製鉄所
のある所には必ず営業所があります。入社後殆んど
の年月を営業ですごしてまいりました私は、33年
の間に国内の営業所と本社を2～5年毎に転勤して
まいりました。ここ君津に参りましたのは2010年
の1月です。縁あって就職後最も長く住む町となり
ました。その君津で伝統あるロータリークラブに入
会させていただくこととなりまして大変光栄に思っ
ております。
過去新しい町に移った際は、その町を歩き回り、
その町の美味しい物を食べ、仕事に一生懸命取組む
ことで、その時々の状況を楽しんでまいりました。
今日からはロータリー活動を通じまして、様々な業
種の方々と活動を共にし、親睦を深めさせていただ
きながら、ロータリーの奉仕理念に基づき人間の幅
を広げていきたいと思います。
今後の活動におきまして、不安もありますし不慣
れなことばかりです。皆様にはご迷惑をお掛けする
ことがあろうかと存じますが、精一杯頑張ってまい
りますのでご指導よろしくお願い申し上げます。
篠塚知美会員

有限会社Stay Dream
Project の篠塚と申します。
1968年（昭和43年）4月27
日生まれで、現在50歳です。
茂原生まれの茂原育ちで、
現在も茂原に住み、約55キ
ロの道のりを高速も使わずに
通っています。中学高校と陸
上競技部に属し、200Ｍを主の
種目として、励んでいました。高校3年の南関東大
会では、決勝で7位ということで、100分の1秒で、
6位に選手に負けて、インターハイには行けずじま
い。そのころスポーツ少年の私も、今ではこんなに
ブヨブヨの体になってしまいました。その後、大学
時代はで、一人暮らし東京に住んでいました。ラー
メンが好きで、しょっちゅう食べに行く毎日。東京
にこんなに美味しいラーメンがあるのに、どうして
茂原には、普通のラーメン屋しかないのだろう？
思っていました。そのラーメンが、今ではおなじみ

な、東京とんこつと言われるラーメンでした。その
ころはまだ東京とんこつという言葉はなかったので
すよね。そのとき、こんなラーメン屋が茂原にあれ
ばな～、やってみたいな～と思ったのが、起業した
いと思った第一歩でした。その後、ソニー入社。ソ
ニーでは、ほとんどＶＡＩＯのキーデバイスの集中
購買の仕事に携わっていました。34歳の時に、大
好きなＶＡＩＯビジネスからの移動を命じられ、拒
否をする代わりに、退職し、茂原でまだ一店舗しか
なかった「串屋横丁」に、ＦＣ加盟しました。まだ
ＦＣの募集もしていない焼鳥屋でしたが、「これ
だ！」と思って、マスターに頼み込んで修行させて
もらい、まずは茂原に、一店舗を作り、仲間も増え
て、現在、内房に居酒屋3店舗と高齢者向け宅配事
業を展開するに至っています。
居酒屋仕事って、高齢者向けの宅配の仕事って、
目の前のお客様が、「美味しい！」「楽しかっ
た！」「また来るね！」って、直接言って頂ける素
晴らしい仕事です。ＶＡＩＯ時代は、どんなに、安
くいい部品を組み込んでも、エンドユーザーから
は、喜ばれる言葉はない。値段が下がると喜ばれま
すが。。。飲食店って、本当に素晴らしい仕事だ
と、心から実感して、仕事をしています。もっと
もっとお客様に喜ばれるような、お店作りを地域密
着で作っていきたいと思います。これからも、どう
ぞ、宜しくお願い致します。

メインプログラム
会員卓話「弊社の人財開発活動について」
別府明人会員

ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
今日は認知症に関して話しました。
経営に関わる者として、認知症には
気をつけたいものです。
岡野
祐
最近不登校とか多い中、中学生に
なった娘が毎日、「学校楽しい！！」
と言っております。学校が楽しいな
んて…。一度DNA鑑定をしてみよ
うと思ってます。
倉繁
裕
かずさマジック、四国、日立の地方大
会では、残念な結果でしたが、連休
後半、5月5日からの九州大会では、
ぜひ、実力を発揮して、大阪ドーム
出場を決めてほしいところです。
内山貴美子
地区研修・協議会に参加されました
皆様、お疲れ様でした。皆様の研修
の結果を期待しています！楠原様、
藪様、篠塚様、今後宜しく！
隈元 雅博
別府会員、卓話をありがとうござい
ました。楠原さん、藪さん、篠塚さ
ん、改めてよろしくお願いします。
先週の例会で紹介のあった日本の恩
人国であるスリランカで悲惨なテロ
が発生してしまいました。我々が今
できることを考え相談し、行動して
いきたいと思っています。地域貢献
と世界平和の為にこれからもロータ
リー活動を頑張ります。
荒井潤一郎
統一地方選挙も終わり、木更津市も
新たな出発です。
髙橋 雄一
新入会員の楠原様、藪様、篠塚様、
よろしくお願い致します。
喜多見 貴
社内監査は無事、クビにならずに終
了しました。引続き連休へ向けて月
末まで事故のない様気を引き締めて
いきたいと思います。
芝﨑
均
いよいよ週末から大型連休が始まり
ます。連休中には新天皇の即位に伴
い、元号が平成から令和に切り替わ
ります。令和が良い時代になること
を期待しています。
藪
武
ジャイアンツ対阪神タイガース6連
勝おめでとうございます。私は関西
出身のトラ年生まれです。
大浦 芳弘
気温も落ち着き、本来なら清々しい
初夏を迎えるべきこの頃ですが、現
場では早くも熱中症の対策を考えね
ばならぬ状況です。夏の残暑が終
わったと思えば、冬の寒さになり、
寒の時期が終わったと思えば、夏の
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準備をせねばならぬとは。春と秋は
どこにいってしまったのでしょう
か。本日、25℃を越える可能性もあ
るようです。会員各位の職場でも早
めの暑さ対策のご検討を！
先週末、石川会員の代理として、地
区研修・協議会に初めて参加させて
いただきました。次年度R財団委員
として勉強になることばかりでし
た。これからも更に理解を深めてい
きたいと思います。
スリランカでの同時多発テロ。犠牲
者の方へ哀悼の意を捧げます。先週
スリランカ支援の卓話を聞いたばか
りですし、当クラブでも引続き浄水
器の支援を決めたスリランカですの
で、今後の情勢が大変気になります。
今回が平成最後の例会となります。
次年度の準備も慌ただしくなって
来ました。あと8日と言うのに南池
袋、三ノ宮で悲惨な交通事故、先週
卓話して頂いたスリランカでの爆破
テロとこれ以上悲惨な事件が起こら
ないことを願います。
本日は自己紹介をご清聴頂き、あり
がとうございました。来週からGW
に入ります。必ずしも皆さん10連休
ということにはならないかと存じま
すが、有意義な休暇となることをご
祈念致します。
君津お花見ウォークに際し多大なご
支援ご協力頂きましてありがとうご
ざいました。心より感謝します。
昨日姫路の市長戦で友人が当選いた
しました！！今日所用で早退いたします。
先週18日に無事64才になりまし
た。早朝、体重計が「64」と表示
し、静かに祝ってくれました。
暑くなりました。体調に気を付けて
いきましょう。
別府会員、卓話ありがとうございま
した。楠原さん、藪さん、篠塚さ
ん、宜しくお願い致します。
別府会員、卓話ありがとうございま
した。
楠原さん、藪さん、篠塚さん、これ
からよろしくお願いします。別府会
員、卓話ありがとうございました。
お疲れ様でした。
別府会員様、貴重な卓話ありがとうご
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ざいました。また、3名の新会員様、
自己紹介ありがとうございました。
本日、良い夫婦の日です。旦那様は
奥様に、奥様は旦那様へ日頃の感謝
の気持ちを伝えあいましょう！20日
（土）地区協議会に参加して来まし
た。幹事職の大変さは聞いてました
が、本当に大変ですね。でも、我君
津RCには高島さんというすばらしい
事務局が居ます。頼りにしてます。
色々な手続きよろしくお願いします。
今日は、はずかしながら、自己紹介
させて頂きました。茂原からの通勤
は大変ですが、もっともっとロータ
リークラブを楽しめるように、頑張
ります！！
桜の季節もおわり、GWまぢか。心
浮き立つ季節になりました。平成の
最後を美しく飾り、令和の世に皆で
羽ばたくべく、心をひきしめてまい
ります。
別府会員、卓話ありがとうございま
した。先週土曜日に、地区研修・協
議会にはじめて参加させて頂きまし
た。各クラブの方々の色々な意見や
考え方を聞いて、大変参考になりま
した。
楠原会員、藪会員、篠塚会員、ご入
会おめでとうございます。これから
よろしくお願いします。
別府会員、卓話ありがとうございま
した。10連休・新元号対応と何か
と慌ただしくしておりますが、体調
管理をしっかりして、仕事にロータ
リー活動にとがんばっていきます。
別府会員、卓話ありがとうございま
した！さて、今週末から10連休に突
入です。過去のデータを見ると当店
は年末年始よりゴールデンウィーク
前後が一番来店客が多いです。よっ
て、4月26日と5月7日に銀行いくな
ら京葉銀行さんがお薦めです！
別府会員、卓話ありがとうございま
した。大変参考になりました。
別府会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました楠原さん、藪さん、篠塚
さん、ご入会おめでとうございま
す。よろしくお願いいたします。

