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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
皆さんは畳の上で死ぬという慣用句をご存知で
しょうか。若い人はあまり聞いたことがないかも
しれませんが、私と同年配以上の人はおそらく耳に
したことはあると思います。昔あまり行いの良くな
い人を戒めるのに「そういうことをしていると畳の
上で死ねないぞ」と言って反省を促すために使われ
ていたような記憶があります。現在は日本の家屋で
も畳は減り、畳の上で休む習慣もなくなっており、
以前とはその意味するところも異なると思います。
ただ私がこの言葉から理解するのは、人生の最後を
迎えたとき住み慣れた部屋で愛する家族に囲まれて
やすらかに最期を迎えることができなくなるぞとい
うような意味であろうと思います。住み慣れた我が
家で、愛する家族に見守られながらやすらかに最期
の時間が過ぎる、これが昔の日本人が想像した理想
的な姿であったのだろうと思います。現在はどうで
しょうか、多くの日本人は病院の硬いベッドの上で
最期を迎えます。病院のベッドが硬いのは容体が急
変したときに柔らかいベッドでは有効な心臓マッ
サージができないからです。おそらくあまり意味の
無い点滴がされており、心臓モニターの音が響いて
います。努力すれば、或いは我慢すれば回復する状
況であれば、また本人がそれを望むのであれば医療
する側も何とか頑張ります。しかしそうでない方、
老衰に近いような方まで同じように最期を迎えま
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す。結果的に現在の日本人はほとんどの人が昔理想
としたであろう姿とはかなり異なる形で最期を迎え
ます。何年か前高齢化の波が押し寄せることが予想
されたとき、これからは最期を病院で迎えることが
できなくなる、死にそうになっても病院が引き受け
てくれなくなると脅かされたことは覚えている方も
多いと思います。しかしそうでしょうか、なぜ病院
のベッドの上で無駄に苦しむ必要がなくなるという
理解を進められないのでしょうか。我慢しても治ら
ないのであれば、住み慣れた部屋でやすらかに最期
の時間を過ごすのが一番だと思います。私は長くそ
のようなことに携わってきたので心からそう思いま
す。宮本さん、素人相手にあまり悪いことばかりし
ていると畳の上で死ねませんぞ。会長挨拶でした。

報
告
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりお
知らせ。
当クラブの寄付金累計額が規程の表彰額にな
り、達成クラブとして地区大会にて表彰されます。
表彰年月：2018年６月30日
表彰名称：2,000万円達成クラブ
＊「達成クラブ表彰」はロータリー年度末の普通
寄付金・特別寄付金合計累計額が１千万円に達
したクラブ、また以降１千万円増額ごとに表彰
されます。
２．第89回都市対抗野球大会が開催され、かずさ
マジックが出場。
当クラブから多数応援へ参加。参加された皆様
お疲れ様でした。
３．今年度の地区補助金は、職業奉仕委員会の出前
教室と決定。
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岡野 祐幹事
１．第５グループ例会変更のお知らせ
＜袖ケ浦ＲＣ＞
８月13日(月）休会
（定款第８条第１節Ｃ項に基づく）
２．７月24日(火）第２回第５グループ会長・幹事
会開催。
時 間：15時～
場 所：ホテル千成（３階）
出席者：吉野ガバナー補佐、廣田グループ幹事、
永嶌会長、岡野幹事
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．ガバナー公式訪問の出欠の案内
４．第52回インターアクト年次大会の案内
５．第15回ロータリー全国囲碁大会の案内
６．ハイライトよねやま（220）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．活動計画書（2018－2019年度版）
３．ロータリーの友（７月号）
４．かずさＦＭより冊子
新入会員自己紹介

赤星哲也会員

こんにちは！この７月より
君津ロータリークラブに入会
させていただくことになりま
した赤星です。よろしくお願
いします。
ロータリークラブは初めて
の経験であり、諸先輩会員の
皆様のご指導を頂きつつ、微力ながら地域社会への
奉仕活動等に尽くしたいと思っております。
さて、私は、昭和32年熊本県菊池市で生を受け
ました。菊池市は阿蘇外輪山の麓で、豊かな水量の
温泉町として有名です。菊池市は菊池平野の真ん中
にあり、コメの産地でもあり、またその米を使った
おいしい日本酒の生産でも有名です。
高校まで熊本に住み、大学、大学院は博多で過ご
しました。
昭和58年に新日本製鐵㈱に入社し、最初に配属
されたのは、北九州八幡にあった製鉄所の土木建築
設備のエンジニアリングを行うPETという部署で
した。その後堺製鉄所、PET、君津製鉄所に勤務
し、北は室蘭製鉄所から南は大分製鉄所までの製鉄

所の土木建築設備のエンジニアリングを行ってまい
りました。また韓国、中国、タイやベトナム、遠く
ブラジルやアフリカといった海外の製鉄所の土木建
築設備のエンジニアリングも行いました。
その後君津製鉄所の総務に異動し、清見台、畑
沢、八重原の社宅跡地の地域開発や木更津南部地区
の商業施設誘致の開発に携わってまいりました。ま
た東日本自動車リサイクルセンターの設立等、21
世紀型の静脈物流にも力を入れておりました。
今から10年ちょっと前に、君津製鉄所から本社
海外建材技術という部署に異動になりました。ここ
では主に後進国でこれからインフラを整備していこ
うという国に新日鉄住金の鋼材を使ってもらうよ
う、各国の政府や大学、コンサルに当社鋼材のアド
バンテージをプレゼンしたり、ODAを通じ実際に
当社鋼材の良さを分かってもらう仕事をしました。
毎週のように飛行機に乗り各国の美味しいものを食
べることができた素晴らしい８年間でした。
そして４年ほど前に、今後とも社会資本整備の進
展に伴う経済成長が期待されるベトナムで、インフ
ラ・エネルギー向けの鉄鋼需要を補足すべく、ベト
ナムに赴任いたしました。初代ベトナム新日鐵住金
の社長として、鉄鋼需要補足に加え、ベトナム政府
との通商交渉やベトナムで頑張っておられる約100
人弱の新日鉄住金社員やGr会社社員、またご家族
の安全確保などにも努めてまいりました。
今年３月末で新日鐵住金を退職し、現在の日鉄住
金環境でお世話になり、この７月から君津支店長と
してまた君津で皆様と一緒に仕事ができるようにな
りました。君津製鉄所時代にも地域の皆様方とお付
き合いさせて頂いて参りましたが、これからはロー
タリークラブの一員としてお付き合いさせていただ
きたいと思いますのでよろしくお願いします。
委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会

大住昌弘委員長
１．今更お恥ずかしい話ですが、入会３年目にし
てはじめて「ロータリーの友」を初めから終わり
まで読みました。そして、今まで気にもしていな
かったのですが、なぜ横組みと縦組みがあるのだ
ろうと、「ロータリーの友事務所」に聞いてみま
した。「ロータリーの友」のホームページにある
「資料館」から「手引書」(これは各クラブに毎
年１冊配布されているそうです)を読めと言われ
ました。「友」の創刊は1953年１月で、全ロー
タリアンへのアンケートの結果全て横組みとなり
ました。また、当時１冊50円だが100円の価値の
ある雑誌にしようとの意気込みもあったとのこ
と。（現在の１冊200円は1975年１月号から43年

間変わっていないとのことです。）その後、俳句
や短歌を載せることが決まり、それにふさわしい
縦組みが加わり、46年前の1972年１月号から今
のような形式になったようです。現在の編集方針
は、横組みは、国際ロータリ－（ＲＩ）からの情
報、ＲＩ特別月間に関するもの、ＲＩから指定さ
れた地域雑誌に必要な情報など、縦組は主に投稿
を中心とした構成になっているようです。
２．さて７月号の内容ですが、縦組み最初の特集
として、今年度のＲＩ会長でカリブ海の島国バハ
マ出身のバリー・ラシン氏のことが書かれていま
す。昨年７月に会長エレクトの方が急死し、急遽
繰り上がったのでしょう。私はバリーさんはお医
者さんとばかり思っていたのですが、医者一族の
家系ですが、色んな苦労や経験を積み、結局、病
院経営者として自分の理想とする医療方針を実現
する病院を設立し地域の医療をリードするに至
りました。その間のロータリアンとの交流も通じ
て、今年度のＲＩのテーマ「インスピレーション
になろう」につながったのだと感じました。横
組みＰ21右側の11行目後半から「一番大切なの
は、前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面
する課題に勇気と希望、そして創造性を持って立
ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織
全体から引き出すための『インスピレーション』
となる必要があるのです。」と言っています。
(人を動かそうということか)
３．横組みＰ27右欄には当地区のガバナー橋岡久
太郎さんの紹介記事があります。ご参考に。
４．縦組み最初の特集は、吹奏楽団の指導者として
約40年間、２つの女学校を野球でいえば甲子園
優勝という金賞に何度も導いた藤重佳久さんの教
育論です。最初の20年はいわゆるスパルタ教育
で叱りっぱなし。あるきっかけで教えを乞うた指
導者から、「暗いねえ、お宅のバンドは。顔が暗
い。」と指摘され、目からうろこ。褒めることの
大事さを痛感し、横組みＰ７上段６行目にあるよ
うに、生徒達が演奏に向かう姿勢は「楽器を正し
く吹く」ではなく、「楽器を通して何かを伝えよ
う」「自分は何を伝えたいかという、音楽の表現
のレベルにかわりました。また、良い文章を書く
ことで、人間が育つ、それが良い音楽表現につな
がる、という考え方で、生徒に日誌を書かせ添削
指導しているようです。社員教育の参考になれば
と当社の管理職にも配布しました。
５．縦組みＰ19下段に「満州国演義」という本の
紹介があります。満州事変から第２次世界大戦終
了まで、壮大な満州を背景に、４人の男兄弟がそ
れぞれの生きざまを展開するというものです。
ちょうど今、私は「それでも日本人は『戦争』を

選んだ」という本を読んでいますが、女性の歴史
学者が高校生を相手に明治維新から太平洋戦争に
至るまで次々と戦争に進んで行った背景を説いて
おり、この「満州国演義」シリーズによって戦前
の日本がさらに深く見えるのかなと興味を持ちま
した。全部で９巻の連続もので他の書評を見ると
内容が暗いような感じで、暑いさなかに読みとお
せるか不明ですがトライしたいと思っています。
６．横組みに戻りますが、Ｐ55にオーストラリア
のインターネットで例会を行う珍しいロータリー
クラブの紹介があります。オーストラリアでは毎
日13万台以上のキャンピングカーが高速道路を
走っているようですが、そうした旅をしながら、
毎週水曜日の例会をインターネットで行っている
とのこと。さすがに、年２回はどこかの場所で落
ち合い、数日ぶっ通しで懇親会をする。最近は、
南部の島で砂丘維持のため400本以上の木を植え
る等奉仕活動も行っているようです。
７．最後に、横組みＰ57の右上の美人ママに目が
とまりました。50年前、アメリカの看護婦が中
央アフリカのトーゴにボランティアで行き、そこ
で現地の母親がおんぶ紐を使っているのにヒント
を得、自分も母親になりそれを製品化して「すな
ぐり」として普及させていったという記事です。
今の若い母親は、父親もたまにいますが、昔のよ
うに背中のおんぶではなく、「すなぐり」による
前おんぶが主流です。今、前おんぶが良いか後ろ
おんぶが良いか、いろいろ議論があるようです
が、これから働き方改革で子供を抱きながら仕事
をする女性、あるいは男性が増えていくのでしょ
うか？
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「会社のお話」

大森俊介会員
こんにちは。
本日は、会員卓話の機会を
頂きましたので、会社の概略
のお話と初めて名刺交換をさ
せて頂いた時、当社の社名の
事を聞かれることも多いの
で、社名の由来につきまして
もお話をさせて頂きたいと思
います。
まず始めに、会社概要ですが会社の創業は、
1940年７月に薪炭などの販売をしていた大森商店
と地元同業者３社で「統制会社君津物産㈱」を創設
したのが現在の会社の前身となっております。
終戦後、私の祖父がその会社の株を100%取得し
経営をしておりましたが、旧八幡製鉄㈱の君津進出

に伴い、建設工事等で使用する工業用の高圧ガス販
売を開始した段階で「明王丸商事株式会社」と社名
を変更しました。
その後、1978年には、酸素ガス、窒素ガスを充填
をする「明王丸酸素株式会社」を設立し、お取引先
様へ短納期でガスを納品できる体制を整えました。
また、地域の総合ガス商社を目指し、東京瓦斯株
式会社と販売店契約を締結し、都市ガス部門を新
たに設け、2002年には、地域初となるECOステー
ションの営業を開始し、現在に至っております。
次に主要営業品目ですが、売り上げの約半数を占
めるのが、各種高圧ガスとなります。
高圧ガスと言っても、工業用、家庭用、医療用、
食品添加物用と多岐に渡り、工場の生産現場から、
各家庭、病院に至るまで高圧ガスを使用して頂いて
おり、お客様の保安の確保・安全を第一に日々、社
員共々頑張っております。
次に約3割を占めているのが、高圧ガスを使用す
る為の付帯設備や供給機器・工事、溶接機、ガス切
断器等々となります。その他、溶接棒や溶接ワイ
ヤー等の溶接材料、消防関連機器などを含めた防災
機器の販売となっております。
以上が会社の概略の説明となりますが、次に社名
の由来につきまして説明をさせて頂きます。
まず、明王丸というと船名を連想される様で、よ
く漁師だったのかと聞かれることが多いですが、大
森家が数度の火災に見舞われ、また菩提寺の波岡寺
も同様に火災があり過去帳が消失してしまったこと
で、正確な事は言い伝えでしかありませんが、諸説
あるようです。
その一つが、木更津五大力船といわれております。
木更津五大力船とは、木更津市のホームページを
引用させて頂くと、大坂の陣において徳川側につい
た我々の先代が、戦争物資等の運搬や戦に於いての
戦功が認められ、木更津と江戸との交易の特権と不
動明王を信仰していたことから、船名を「明王丸」
とすることが許され、のちに大森家の屋号としても
使われることとなり、現在の社名として使用してい
るというものです。
もう一つが、鹿野山神野寺と地元豪族との領土争
いに於いて、神野寺の領土を守ることに尽力した功
績により、軍荼利明王を冠した船名を頂戴したこと
が始まりとも言われております。
いずれにせよ、不動明王や軍荼利明王を信仰して
いたことにより、当時の商船の名前が「明王丸」
だったことが、大森家の屋号となり、現在の社名に
なっております。
現在も我々の祖先に倣い、毎年1月2日に鴨川に
ある「白滝不動尊」への護摩焚き修行へ赴き、社業
発展などを祈念しております。

ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
大森さん、卓話ありがとうございま
した。芝﨑さん、一緒にロータリー
を楽しみましょう。
岡野
祐
かずさマジック惜しくも負けました
が、熱い試合を見せてくれて、楽し
かったです。１回戦目のバスの会費
が余ったところ、皆さんがニコニコ
にとの事で、入れさせて頂きます。
隈元 雅博
かずさマジックの応援お疲れ様でし
た。特に荒井潤一郎会員、早見会
員、武田会員には大変お世話になり
ました。はしゃぎすぎてドームの階
段で転びました。UNHCRの資料を
回覧させて頂いております。これか
らもロータリー活動を頑張ります。
倉繁
裕
かずさマジック、東京ドーム第一戦
快勝するも、第二戦残念でした。当
社、野坂選手の３回裏、外角球をベ
ストタイミングでスイングした満塁
ホームランは、皆様の声援のお陰で
した。次は着実に大阪ドーム出場を
決めてチームがさらに勝ち進むよう
期待、応援していきます。
内山貴美子
芝﨑様、本日は来訪ありがとうござい
ます。かずさマジック応援に行かれま
した皆様、暑い中お疲れ様でした。
４つのテスト発表させていただきま
した。今後も宜しくお願いします。
宮本 茂一
千葉信金の芝﨑均会員、入会おめで
とうございます。それにしても日々
暑すぎます。こういう時は、妻のお
付き合いをするのが一番です‼とて
も涼しくなります。“寒いくらいに”
廣田 二郎
①７月19日、かずさマジック２回戦
残念でした。木更津東ＲＣ、栗坂会
員手配のバスツアーに参加された方
ありがとうございました。（野坂選
手の満塁ホームランのコメントが毎
日新聞の千葉版に載りました。）社
用で早退します。
谷口 弘志
芝﨑様、今後よろしくお願い致しま
す。先週のかずさマジックの応援、
大変お疲れ様でした。残念ながらベ
スト８には入れませんでしたが、よ
く健闘してくれました。秋の社会人
日本選手権に向けて奮起を期待した
いと思います。
大森 俊介
本日は、卓話の機会を頂きありがと
うございました。
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どうぞよろしくお願いします。
７月21日（土）、第５グループ麻雀
大会に参加しました。成績は言いま
せんが。次回、当クラブが幹事とな
りますので、沢山の参加をお願いし
ます。開催日は11月10日（土）です。
毎日暑い日が続きます。体調管理に
気を付けます。
千葉信金 芝﨑様、君津ＲＣへよう
こそ。
大森委員長様、花だんの水まき御苦
労様です。
新体制に移行してから初めて例会に
出席できました。（出張ばかりで
…）永嶌会長体制での一層の発展を
祈念いたします。「危険な暑さ」の
中、皆様ご自愛下さい。
毎日猛暑続きですが、夏風邪をひい
てしまい二重苦の体の不調です。ま
だまだ暑い日は続きそうなので、体
調管理には今後気をつけたいです。
大変暑い日が続いていますが、お陰
様で社員一同熱中症になっていませ
ん。また、赤星会員、あらためて宜
しくお願いします。芝﨑様、ようこ
そ君津ロータリーへ。今後とも宜し
くお願いします。
連日の猛暑、現場作業の多い当社も
本格的に暑さ対策を検討中です。作
業効率も大事ですが、社員の安全を
第一に考えて行きたいと思います。
もし何か良い暑さ対策があったら教
えて下さい。
昨日、人見神社祭礼にて大和田・人
見商店会で子どもを対象に流しソー
メンを開催致しました。毎年、喜ん
でもらえる子ども達の笑顔に心があ
らわれます。
ひたすら暑いです。溶けない様に頑
張りましょう！
かずさマジックの応援に16日、我
グループ、君津レンタカーのマイク
ロをご利用いただき、ありがとうご
ざいました。快勝で良かったのです
が、二回戦目は会議の為行けないの
で三回戦目の21日（土）の試合を楽
しみに東京ツアーを取り組もうとし
たのですが…私の土曜日の予定がく
るってしまいました。アーアー‼で
もこれからも応援しますよヨ‼ガン
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バレかずさマジック。
この土日もめちゃくちゃ暑かったの
で、殆ど一日中、自宅でクーラー浸
りでした。神戸製鋼というより日本
監督で昨年亡くなった平尾誠二氏と
ＩＰＳ細胞でノーベル賞を取った山
中伸弥氏の「友情」を読み、久しぶ
りに本で泣いてしまいました。
酷暑つづきですが、身体も慣れてき
ました。室内業務の時が逆にスポッ
トとなり、体調を狂わすかも知れま
せん。昨日は人見神社の例大祭でお
世話になり、久し振りに地域の皆様
のエネルギーをいただきました。感
謝です‼
かずさマジックの応援に行かれた
方、おつかれさまでした。昨日は習
志野高校の応援に県野球場へ行って
きました。木更津総合と両校の甲子
園出場を願っています。
暑い日が続き、社内でも体調をくず
している者が出てきております。体
調管理注意していきたいと思います。
かずさマジック応援の皆様、おつか
れ様でした。一瞬は勝ったと乱舞し
ていたのですが…打ちひしがれた夏
を過ごしています。
駅前花だんの水撒きに参加できなく
て申し訳ございませんでした。やっ
と落ち着いてきたので、今週からが
んばります。
Ｐ.Ｓ.かずさマジック惜しかったで
すね。
とにかく暑い‼ご安全に‼
皆様、こんにちは。暑い日が続いて
います。日々健康に気をつけて過ご
します。
皆様のおかげで青木、畑沢、人見の
夏祭を無事に納める事ができまし
た。心より感謝申し上げます。大森
さん、貴重な卓話ありがとうござい
ました。芝﨑様、入会おめでとうご
ざいます。
赤星様、芝﨑様どうぞ宜しくお願い
申し上げます。大森会員、卓話あり
がとうございました。暑い毎日が続
く中、10数年乗り続けた車が故障
し、廃車になる見通しです。自分も
故障しないようにしっかりケアして
頑張っていきます。

