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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
Ｒ ソ ン グ 我等の生業
四 つのテスト 吉田 雅彦会員
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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
最近児童虐待の報道が増えてきているような気が
します。そこでこの事について医師の立場で多少調
べてみました。実際調べてみると児童相談所での虐
待相談件数は急激に上昇しているようです。ただ私
が気になるのは実際の報道がおしなべて虐待する親
を敵視するかのような姿勢に見えること、虐待する
子供に過剰な同一化をして哀れむような姿勢に見え
ることです。そのような考え方ではこの問題は決し
て解決はしないと思います。児童虐待自体はいつの
時代もあって、人類の永遠の課題であるといわれて
います。虐待は子供と家族と社会の関係性障害とい
う側面を持ちます。今それが増えているということ
は、親になる、あるいは親であることの影の部分が
増幅されやすい時代に私たちが生きているというこ
とであろうと思います。虐待する人はその人が子供
だった頃虐待を受けていなかったのでしょうか。子
供の頃虐待を経験した人は自分の子供に対しても虐
待し易いようです。
母親の母性愛神話というのもある意味危険をはら
んでいます。母親であれば子供が可愛くないわけが
ないというあまり根拠のない価値観が当の母親もし
ばり、追い詰めていきます。その中で母親はいつも
完璧でなくてはいけないというプレッシャーと戦っ
ています。周囲は母性愛に過度の期待をして母親を
追い詰めないように配慮しなくてはいけません。虐
待する親たちもおそらく自分の中で増幅する不安や
恐怖を感じているはずです。
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虐待加害者が父親の場合は、子供が自己主張をは
じめしつけが必要であるという口実ができる2～3
歳以降に始まることが多いようです。自分の必要に
応じていつでも独占できる妻が、母親であるためそ
うでなくなっていくことは父親として未発達の男性
には容認できないようです。このような場合虐待の
対象はあくまでも母親です。そして母親は自分に向
かっていた暴力を回避するために夫の子供への暴力
を容認するようになるらしいです。そしてそうなっ
た子供は自分から虐待を引き出す形でのかかわりパ
ターンを身に着けていくのだそうです。
いずれにしてもこのような虐待は発生してから対
応していたのではそこに費やす労力は膨大であり、
しかも見合うだけの成果は得られないといわれてい
ます。虐待に至る前に対応することが大事であるよ
うです。皆さんも御存知と思いますが、虐待を見か
けた人は通報する義務があります。いま余り他人に
関わりたくない人が増えているような気がします。
話もしないでスマホだけいじっている、そういう若
者が増えるにしたがって人間関係ということに不慣
れな人が増えていくような気がします。ロータリア
ンであるならばおおいに他人とかかわりあおうでは
ありませんか。おせっかいと言われようと何かと口
うるさい隣人であること、これが現代に求められて
いる社会人であろうと思います。
報
告
１．第９回理事会が３月４日に開催されましたので
報告を致します。
１）会計報告
臨時徴収金(収入)について前年度よりマイナスと
なっている要因を明確にする。他、異議なし
２）君津国際交流協会より、理事留任・候補者推
薦について
例年同様、次年度会長の内山会長エレクトを推薦する
３）地区委員推薦について
内藤会員を地区RYLA委員会に推薦する
４）退会会員・新入会員について
西山会員、4月1日異動のため3月31日付けで退会
後任：楠原義章（くすはら よしあき）様 47歳
推薦者：時下会員
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５）新入会員の委員会所属について
①坂井会員 親睦委員会
②秋元会員 親睦委員会
６）次年度ガバナー公式訪問について
平成31年8月19日(月) 君津RC・袖ケ浦RC合
同で開催
７）戦国の里・三舟山＆郡ダムお花見ウォーク協
賛金について
例年通り１万円の協賛金とする
８）その他
①次回4月の理事会
4月1日(月)例会前11時30分～
②パスト会長の会、発足について
ゆくゆくは、会長になる方が多いので、差し
当たって必要性がないのでは？
今年度では発足しない。
③新入会員の候補者 篠塚様については４月入
会で手続きを進める
推薦者：内山会員
２．3月8日(金)に周西中学校にて卒業証書授与式が
開催されました。
当クラブからは、倉繁副会長が出席されました。
お疲れ様でした。
３．同じく3月8日(金)に周西南中学校にて卒業証書
授与式が開催されました。
当クラブからは、岡野幹事が出席しました。お疲
れ様でした。
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岡野 祐幹事
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜上総ＲＣ＞
日時：３月２１日(木）休会
理由：定款第8条第1節Ｃ項による
＜袖ケ浦ＲＣ＞
①日時：3月25日(月）時間変更
点鐘：12時30分（通常18時）
理由：3月18日を夜間例会に変更したため
②日時：4月8日(月）休会
理由：定款第8条第1節Ｃ項による
③日時：4月22日(月)時間変更
点鐘：18時
理由：次回29日が祭日で休会のため、月の
最終例会とする
④日時：4月29日(月)休会
理由：定款第8条第1節Ｃ項による
２．3月15日(金)、周西小学校にて卒業証書授与式
が開催されます。
場所：周西小学校 体育館

時間：開式 9時30分
出席：岡野幹事
３．3月16日(土)、第5グループ第7回親睦麻雀大会
が開催されます。
場所：雀荘 三色
時間：集合8時40分 開始9時
出席：黒岩会員、宮本会員
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．木更津東RCより「オープン例会」のご案内
４．青少年交換オリエンテーション（櫻木PDGの
講演）のご案内
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(3月号)
３．卓話の資料
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永嶌嘉嗣会長
次年度職業奉仕委員長に承認されておりました西
山会員の退会に伴い次年度理事・職業奉仕委員長に
遠田祐治会員を選出致します。
会員の皆様、拍手をもってご承認お願い致します。
全員一致で承認されました。ありがとうございま
した。
退会セレモニー
永嶌嘉嗣会長
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西山 肇会員
この度、4月1日付けで社内異動となりましたた
め、今月末をもって君津ロータリークラブを退会
致します。2016年4月に入会させて頂いてから3年
間、皆様には大変お世話になりました。ありがとう
ございます。
ロータリアンとしては、甚だ未熟なままであった
と思います。予定では、次年度に職業奉仕委員長を
務めることになっていましたので、この機会に少し

でもお役に立てれば、また成長できればと考えてい
ましたが、叶わないことになり、非常に残念な気持
ちです。残念と言えば、一昨年の8月に「私に関す
る四方山話」と題して会員卓話をさせて頂きまし
たが、あの時にほんのさわりの部分しか皆様にお話
しできなかったことも、非常に心残りです。密かに
「シリーズ化」もあり得るかなんて思っていました
が、残念ながらオファーがありませんでしたので、
話の続きは私の胸の中にだけしまっておきます。あ
の時回収したハズの私の年表をこっそりお持ちの方
がいらっしゃらないか、少々気になるところではあ
りますが…。
皆様との様々な活動や交流は、私にとって得難い
経験でした。ロータリー活動からは離れることにな
りますが、「ロータリーの目的」、そして「四つの
テスト」は、どのような場、立場に身を置いていよ
うとも、意識し、考え、実践を試みるべき、ある意
味普遍的な理念だという気がしていますので、これ
からも自分の心に長く留めておきたいと強く思って
いるところです。
私の後任は「楠原義章」と申します。私と同様、
お付き合い頂ければ幸いです。
私自身の異動後の勤務地は東京の丸の内です。お
近くにお越しの際は、是非お声掛け下さい。
最後に、君津ロータリークラブ、並びに会員の皆
様の益々のご繁栄を祈念し、また、今後必ず毎年、
皆様と東京ドームで再会できることを願って、退会
の挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。
委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」3月号紹介

小幡 倖委員
3 月号は、横組みから。水と衛生月間の特集に併
せて「世界中に安全な水を」のテーマにより、各地
のクラブの取り組みが紹介されています。10P には、
東京中央新ロータリクラブでは広尾 RC の「上総掘
り」でナイロビに井戸を掘り水環境の改善を参考に、
自クラブでケニアに、電気水脈探査機を贈り地区内
外の RC の協力を得て目標の 6 割の井戸掘りを達成
中とのこと。12P では、甲府東 R C のワインタン
クを再利用して雨水利用の普及・促進を啓蒙し、雨
水利用による洪水の防止、災害時の水確保、資源の
有効利用等を地域に発信。何れも、地区補助金の活
用をしています。
続いて、P13~P17。各地のローターアクトの活
動状況、ロータリクラブとの関わりの方向・重要性
が紹介されています。
「ローターアクト」「インターアクト」の定義につ

いては。縦組みの P30 を参照して下さい。
P28 には、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から
8 年を経過しています。今日 3 月 11 日、未だ多く
の分野で完全復興がなされていません。そんな中で
のロータリクラブの地域に寄り添う活動が紹介され
ています。特に、釜石東 RC の「ラグビーの町・震
災復興支援事業」。浪江 RC の「ロータリーどころ
ではない」から震災を経ての 7 年 7 か月ぶりの地元
例会の開催・会員間のロータリー魂の絆を読み取る
ことができます。
縦組みの P4 には「地球の明日を考える」広島大
学 安藤忠男名誉教授の示唆に富んだ記事が掲載さ
れています。冒頭、「私たち人類は今、さまざまな
課題に直面しています。
世界人口の急増、飢餓・栄養不良、新たな感染症、
資源の枯渇、地球温暖化や環境破壊、自然災害、紛
争や核兵器、貧富格差の拡大・経済危機…などです。
地球や人類の未来に関わるこれらの課題をどうした
ら解決できるのでしょうか？
課題の解決には、課題を一つずつ解決していく道。
と、人類が望む状態をビジョンとして明確化し、そ
の実現に皆で取り組んで解決する方法。の二つの道
があると思います。
課題を細分化する中で、「成長に限界はあるか」
の例え話がいくつか挙げられています。
Ｐ 6 の中段、要は、どこに目をつけて成長を図る
かが重要だ、述べています。
国連採択の、「持続可能な開発目標」の水に関す
る 8 項目のターゲットが列挙されています。個人で
出来るもの、組織で出来ることの成果は異なるが方
向は一緒とのこと。
教授は、自立型家づくりでビオトープを実現させ
ています。Ｐ 8 の最後に、物事は、取り掛る前は「と
てもできそうにない」と思えることであっても、皆
で知恵を出し合い目標を明確にし、目標に向かって
着実に実行していけばいつの日か必ず実現するもの
であると思っています。あの、上杉鷹山の『為せば
成る為さねば成らぬ何事も 成さぬは人の為さぬな
りけり』と述べています。
メインプログラム
会員卓話「自動車市場では～今後の波及に向けて」
藤平洋司会員

ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
ストレスチェックの面接が始まりま
した。けっこうストレスです。
岡野
祐
西山さん！！約3年間ありがとうござ
いました。僕の事を忘れないでくだ
さいね。
内山貴美子
本日は席替え抽選会で大当たりでし
た。ありがとうございます。
倉繁
裕
先週、金曜日、周西中学校卒業式に
出席してきました。校歌に、” 鉄の町、
世界の君津、その誇りたかくかざそ
う ” と歌われていることを初めて知
りました。地元の製鐵所に対する理
解と協力が浸透している理由の 1 つ
を新たに知ることができました。
西山
肇
3年間お世話になりました。ありが
とうございます。
別府 明人
花をありがとうございました。妻が
大変喜んでおりました。
近藤 洋子
私の記念日で素敵なお花が届きまし
た。ありがとうございます。
佐々木昭博
3．11から8年が経ちます。犠牲者
の方の御冥福を改めてお祈りすると
共に被災地の更なる復興を願いま
す。それと先週は誕生日プレゼント
を頂き有難う御座いました。
秋元 政寛
先週先々週と２週間ロータリーを欠
席させていただき、母親の目の手術
と検診に付き添ってきました。母が
元気でいてくれていることにあらた
めて感謝しました。東日本大震災の
被害にみまわれた方々に心よりご冥
福をおいのりいたします。
小幡
倖
春の訪れが感じられる昨今です。8
年前の今日は地震を体験、経験した
事の無い大きな恐怖でした。平素の
準備を考える機会となりました。未
だに津波で見つけることの出来ない
多くの人々がいらっしゃいます。自
然の脅威、手の打ち様もありませ
ん。本日はロータリーの友5月号を
紹介させて戴きました。
藤平 洋司
本日は卓話の機会を頂き、また最後
まできいて頂きありがとうございま
した。これからもどうぞ宜しくお願
い致します。
隅元 雅博
藤平会員、力強い卓話をありがとう
ございました。3月6日（サンロク
の日）に木更津にある山麓本店にて
岩手県山田町から取り寄せた牡蠣を
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食べる会を開催させて頂きました。
色々な支援の形があると思います
が、来年も続けていきたいと思いま
す。山田町の牡蠣は木更津魚市場で
も購入できます。これからもロータ
リー活動を頑張ります！
今日は、3．11ですね。8年経ちま
したが、まるで昨日の様にあの日の
事を思い出します。
震災の復興がいま以上良くなること
を祈念します。
西山会員、大変お世話になりありが
とうございました。
先日、君津球場開きでした。ＪＲ東
日本との試合はひやひやでしたが。
是非、東京ドーム、京セラドーム出
場を果たして欲しいものです。
3月になり年度末で出来得る限りの
製品出荷を求められていますが、雨
の日が多く苦戦中です日々照る照る
坊主にお祈りする毎日です。先週末
のかずさマジック球場開きにおこし
いただいた皆様、ありがとうござい
ました。
かずさマジック球場開き、かろうじ
て勝利できてよかったです。それに
しても危なかったなぁ。
西山様、松井様、大変お疲れ様でし
た。引き続きロータリアン精神でお
願い申し上げます。
藤平会員、貴重な卓話をありがとう
ございました。松井会員、西山会員
ありがとうございました。引き続きお
元気にご活躍をお祈りしております。
藤平会員、卓話ありがとうございま
した。松井会員、西山会員、1年間
お世話になりました！
東日本大震災で被災された方々への
思いを胸にロータリー活動頑張りた
いと思います。お花見ウォークへの
ご協賛続々と頂き心より感謝申し上
げます。
西山様、松井様、お世話になりまし
た。お二人の新職場でのご活躍とご
健康をお祈りいたします。
朝の強風と雨でビッショリとぬれ
て、今出てくる時に外に出ると、汗
をかくほどのいい天気でした。もう
春なんですね。
3．11、東日本大震災から8年です
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ね。復興しきれてない場所も多く、
昨年陸前高田に出向いた際感じまし
た。以前の街がなくなっていて、別
の場所で新しく造成された街が出来
ていました。頑張っていらっしゃる
のだという思いと自然の恐ろしさと
虚しさも感じてしまいました。私は
これからも応援してゆきます。
本日は春の嵐となりましたが、被害
はほとんど無く良かったです。当社
は3月から新年度になりました。お
かげさまで前年度より良い決算とな
りそうです。今年度は更に地域貢献
出来るように頑張ります。
昨日は息子の妻のお誕生日で家族4
人で食事に行って来ました。普段、
皆と一緒に食事する機会がないの
で、楽しい時間を過ごせる事ができ
てうれしかったです。
藤平会員、会員卓話ありがとうござ
いました。東日本大震災から8年、
まだまだ苦しい生活を送られている
被災者の方がいることを考えると心
が痛みます。自分達にできることを
考え何か力になれればと思います。

