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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
あれはもう27～8年ほど前になるでしょうか、ある日
曜日の朝鶴舞カントリーでスタートホールに立ち、素振
りをしていた時のことです。私のポケベルが鳴ったよう
な気がしました。空耳と思おうとしましたが、音はいよ
いよ強くなります。当時私は帝京大学市原病院（現帝
京大学千葉医療センター）の外科の講師でした。また
当日は宅直でした。当直医だけでは無理な時、あるい
は緊急手術の時などに連絡が入ります。外科の当直医
が私を呼んでいるのでした。事情を話すとゴルフ場のほ
うも料金は結構ですから早く行ってあげてくださいとの
こと、急いで車で病院に向かいました。到着した時す
でに患者さんは手術室で全身麻酔がかかっており、私
の到着を待って手術を始めるべく準備が整っておりま
した。患者様はうら若き女性、腹が妊婦のように腫れ
あがっています。当直の若い医師の、交通事故であっ
たこと、大型車に追突されて座席とハンドルに挟まれて
自力では脱出もできなかったこと、腹腔内出血だと思
うことなどの説明を聞きながら集中してCT画像を見ま
した。脾破裂と肝破裂かと思いながら無意識に消毒を
始めていました。開腹して脾臓を摘出して肝動脈を結
紮、肝破裂部をタオルで圧迫しておなかを閉じるまで
30分程だったと思います。手術が終わり患者様をICU
に運ぶと、そこの若い担当の女医さんに聞かれました。
先生輸血はしなくていいですよね。状況からもう助から
ないと思い込んでいます。私もほとんど助からないと思
いながら、一応輸血位はしてあげてくださいとお願いし
ました。その日は当直に任せて翌日病院に行くと何と持
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ちこたえています。人工呼吸器はついていますが、血
圧が安定し出血は止まっているようです。尿も出てい
ます。ICUのドクターたちも、若い外科医も急に勢いづ
いてあれやこれやと検査や処置などに走り回ります。一
人私だけが元気をなくしていきます。持ちこたえると1
週間後にタオルを取り除く手術をしなくてはならず、そ
れはかなりの危険を伴うからです。1週間後の再手術
は大変でしたが、最後のタオルを取り除き出血の危険
がないことを確認した時の光景は今でも目に浮かびま
す。退院後少しして私の外来に来た時に、先生足首が
痛いんですけどと患者様が私に言いました。面倒だな
と思いながら整形外科に紹介状を書くと、骨折してお
りしかもかなり時間がたっており今となっては治療は無
理ですとの返事でした。なんで入院中に言わなかった
のと尋ねるとすねたように唇を尖らせて、先生方には
何度も言いました、誰も取り合ってくれませんでしたと
のこと、少し恥ずかしかったです。現在帝京大学千葉
医療センターはこのような患者様を受け入れていませ
ん。同様の患者様は今でもおそらく発生しており、どの
ような運命をたどっているのかが少し気になります。以
上本日の会長挨拶でした。
報
告
１．第5回理事会が11月5日に開催されましたので
報告を致します。
１）会計報告 ＊承認
異議なし
２）家族親睦忘年例会について ＊承認
日 程：12月17日（月）18時～
場 所：ホテル千成
会 費：7,000円
３）スリランカの小学校への浄水器寄付について
（Ｐ４）＊承認
昨年と同様20万円の寄付で継続する
始めたことなので今後も可能な限り継続して
いくべき（次回も協議の上）
意見）地区で各クラブ負担しつつ継続する方
法など検討すべき
４）還暦の御祝について ＊承認
還暦のお祝い今年度1名（黒岩会員）
今回は対象者が一人なので、予算に応じてご
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本人に希望の品を選んでもらう
５）退会会員について ＊承認
上妻会員退会希望…業務の都合上例会出席が
難しいため
ご本人の希望に沿って退会承認
６）赤い羽根共同募金について ＊承認
＊例年、歳末助け合い募金の時に、夜間例会
（チャリティ）で集まったうちの10万円
を寄付する。
７）君津市社会福祉大会の後援について ＊承認
＊例年通り後援する
９）次期地区委員会委員長の推薦について
＊電話にて承認
鈴木会員を米山記念奨学員会委員長にクラブ
より推薦する
10）その他 ＊承認
次回理事会開催日について
日 時：平成30年12月3日（月）
例会前11時30分～
場 所：ホテル千成
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岡野 祐幹事
１．第2回ＲＹＬＡ委員会会議が開催されます。
日 時：11月17日（土）13時～17時
場 所：富山ふれあいコミュニティーセンター
出席者：RYLA実行委員の皆様
宜しくお願い致します。
２．スリランカセミナーが開催されます。
日 時：11月17日（土）
登録：13時
セミナー：13時30分～15時30分
場 所：三井ガーデンホテル千葉
出席者：鈴木会員、内山会員、大住会員
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．会員家族親睦忘年例会の出欠について
４．木更津東ＲＣ11月第4回例会お誘いについて
５．地区大会お礼状
６．きみつ秋花火お礼状
７．バギオだより
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（11月号）
＊新ポールハリスフェロー 大川会員（P９）
３．ロータリーの友（11月号）
４．会員名簿
５．卓話資料

委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」11月号の紹介

早見秀一委員
横組の表紙に、「ロータリー財団月間 世界でよ
いことをしよう」と書かれております、該当頁は7
ページからとなります。この特集では「ロータリー
財団管理委員会は今」と題し、その動向や最新情報
を、2016－20年度ロータリー財団管理委員の北委
員（浦和東ＲＣ）が紹介されております。
具体的には、私達を含めた全世界のロータリアン
からの年次基金寄付は、3年後に国際財団活動資金
（ＷＦ）と地区財団活動資金（ＤＤＦ）になり、
ちょうど50％ずつに分かれますが、そのＤＤＦが
使い切れていないという問題を紹介されています。
現在日本全体で約800万ドル（9億円）が残ってい
るとの事です。そして4つの優先項目を通じて、Ｄ
ＤＦ活用を検討して欲しいと書かれています。
10ページからの「現場の声」では、補助金申請
と活用の実態や課題を次の3地区から紹介されてい
ます。
東京を南北に分けた北半分の2580地区、茨城県
の2820地区、そして大阪北部の2660地区です。
14ページからは元ロータリー財団国際親善奨学
生 林健太郎さんによるミャンマーでの平和構築の
取り組みを紹介、現在流行し始めたインフルエンザ
治療薬についてのものです。
ミャンマーで八角の苗木を植え、収穫した八角か
らシキミ酸を抽出し、タミフルを精製する「八角平
和計画」ご興味のある方は、ご一読を。
16ページからは第17期生ロータリー平和フェ
ロー10人によるオリエンテーションリポートが紹
介されております。
ここまでが「ロータリー財団月間」の特集です。
18ページからは「ポリオ撲滅までのガイド」がイ
ラスト入りで分かり易く載っていますので、お時間
のある時に目を通して頂きたいと思います。
縦組の最初は「児童虐待の実情」が4ページから
となっています。掻い摘んでお伝えすると、最近で
は体の虐待だけではなく、心の虐待も多数発生して
おり、それは目には見えない何かに苦しめられてい
る状態との事です。
カウンセリングは「患者の問題を診断しアドバイ
スする」ということを、イギリスではタブーとされ
ており、「患者の感情に寄り添いながら患者自身で
の自己発見・エンパワーメントを促す」のが役目と
の事です。
児童養護施設に入所している児童の内、半数は
心理的虐待によるものであり、身体的虐待は4分の
1、最近ではネグレクト（保護者が子供の世話をし

ない、養育放棄）が増えているとの事です。
虐待と聞くと、父親が乳幼児に対するものと考え
るかたもおられると思いますが、現在の当事者は母
親が主であり全体の半数以上で、年齢別入所事例で
は小学生が35％でトップ、次いで幼児、その次に
乳幼児、それから中学生、高校生との事です。
いずれにしても、このように児童養護施設に入所
できているなら児童よりも、圧倒的に在宅支援が多
く、いまだ発見できていない虐待児童の数を考える
と怖ろしくなります。
最後にロータリアンに期待されることが書かれて
います。それは、伝統文化、地域が育んできた文化
を子供達に継承していくこと、地域のお祭りにロー
タリアンが介入して歴史や文化を伝えていって欲し
い、人と人がつながり豊かになっていくことを望ん
でいます。人は独りでは生きていけません。いろん
な人や資源とのつながりを通じ生きているというこ
とを再認識することが大切である、と締めくくって
います。
君津ロータリーでは、毎年、児童発達支援セン
ターや小中学校出前教室、花植え奉仕作業、少年野
球、中学英語コンテスト等、多くの支援をしていま
す。これらの継続をもって、この地域と子供達を支
えているのではと思いました。以上で、ロータリー
の友の記事紹介を終わります。
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「地区青少年育成統括委員会の活動について」
地区RYLA委員会 黒岩靖之委員長
皆さんこんにちは。
青少年奉仕月間じゃありま
せんが、青少年奉仕について
卓話の要請がありましたので、
地区青少年育成統括委員会
RYLA委員長として地区青少
年育成統括委員会の活動につ
いて説明させていただきます。
地区の青少年育成統括委員
会はインターアクト、ローターアクト、青少年交
換、RYLAの四つの委員会で構成されています。四
つの委員会はそれぞれのプログラムのもと、独自の
委員会運営を行っています。青少年の健全育成は勿
論のこと、若きロータリアンの卵を大切に育て、次
世代のロータリアンの育成の一翼を担って行くこと
を目標に、お互いに連携を深めて活動を行っていま
す。簡単に各委員会のプログラムを説明させていた
だきます。
１．インターアクトクラブ（IAC）
インターアクトクラブとは、12歳～18歳までの
中・高校生を対象とした奉仕クラブで、地元でのボ

ランティア活動や海外のインターアクト会員との交
流を通じて視野を広げ、国際感覚を養っていくこと
と、ロータリークラブの支援を受けて設立されまし
ので、ロータリーの「超我の奉仕」を少しずつ学ん
で行きます。
1960年代に入って、世界中の青少年が共に活動
出来るような組織を作ろうと言う機運が高まり、学
校や地域を基盤として地元の提唱ロータリークラブ
により、1962年に次々と設立されました。
現在、世界120以上の国や地域、11,000以上のク
ラブ数、250,000人以上の会員が地域奉仕や国際奉
仕活動を行っています。日本で最初は、1963年に
宮城県の仙台育英高校インターアクトクラブが設立
されました(現在、仙台育英学園高校IAC)。
当2790地区では現在、
成田
木更津総合高校
千葉商業高校
大原高校
茂原樟陽高校
館山総合高校
安房拓心高校
千葉経済大学付属高校
愛国学園大学付属四街道高校
千葉黎明高校
文理開成高校
聖徳大学付属女子高校
東海大学付属望洋高校
市原中央高校IAC
の14クラブ、190名で活動をしています。
主な年間の活動といたしまして、8月年次大会、
11月海外研修、2月ロータリー地区大会での青少年
の集い、5月IAC指導者講習会を実施しています。
２．ローターアクトクラブ（RAC）
インターアクトからの継続で18歳～30歳を対象
に、奉仕を志ざす市民と指導者を育成するため、
ロータリークラブが提唱する世界的な団体で1968
年にRACが設立されました。ローターアクトと言
う名称は｢ロータリーとアクション｣の造語になりま
す。現在、世界には8,000以上のクラブ数と180,000
人以上の会員がおり、地域奉仕や国際理解活動を
行っています。日本で最初のRACは、1968年に
埼玉県の国際商科大学RACが設立されました（現
在、川越RAC）。
当2790地区では現在、
習志野中央
茂原
館山
市原中央
千葉科学大学RAC

の5クラブ、30名で活動をしています。また新たに、
千葉若潮
佐倉中央RAC
の2クラブの設立が予定されています。
主な活動として、1回／月 例会、3月全国RAC
研修会、4月年次大会・関東ブロック研修会、クラ
ブごとにフリーマーケット、植樹活動、クリスマス
コンサート、スポーツ大会等を行っています。
３．ロータリー青少年交換プログラム
青少年交換（Youth Exchange）は15歳～19歳の
高校生を対象に、国際理解と親善を促進することを
目的として1974年に始まりました。期間は長期1年
間、短期2か月の海外へ交換留学する制度です。全
世界では毎年8000人以上の交換留学が実施されて
います。
当2790地区の直近の実績は、
2016-17年度 長期2名 短期5名
2017-18年度 長期5名 短期3名
2018-19年度 長期2名 短期4名
で、主な活動として1回／月オリエンテーショ
ン、1回／年スプリングキャンプ、6回／年ホスト
クラブ例会・行事参加、他委員会行事（インター、
ローター、RYLA、米山委員会）への参加及び帰国
報告会等を実施しています。
君津クラブとしても過去、
1983-84年度 送出 高橋綾子、松村晴美
  受入 ジュリー・カールソン、
ミッシェル・タウンゼント
1986-87年度 送出 壁屋 希
  受入 ケリー・ジェニングス
1987-88年度 送出 谷田和朗
  受入 ディモン・ダンマイヤー
1989-90年度 送出 山田規之
  受入 ジョン・スーマラ
1990-91年度 送出 藤川しのぶ
  受入 レイチェル・タイラー
1999-00年度 送出 椙山総子
  受入 ？
2005-06年度 送出 浦部祐介
  受入 アニヤ・スティーブンス
を行いました。
４．ロータリー青少年指導者育成プログラム
（RYLA）
RYLAとは、｢Rotary Youth Leadership Awards｣
ロータリー青少年指導者養成プログラムの頭文字を
とったものです。14歳～30歳を対象に指導者およ
び善良な市民としての資質を伸ばすことを目的に
したプログラムで、セミナーか指導者キャンプのど
ちらかの方法でクラブまたは地区レベルで行われて
います。またAwardとは「審査して与える賞」と言
う意味があり、セミナー修了証を与え、将来の指導

者の資質ある者として表彰し、優れたリーダーとな
るよう努力してほしいという意味が含まれていま
す。このセミナーを通じて、青少年が自己啓発し、
指導力を養い、よき市民としての資質を伸ばせるよ
うバックアップすることを目的としています。14
歳～30歳の青少年が、地元ロータリークラブから
参加し、地域社会とロータリークラブを結ぶ懸け橋
となる青少年たちに、他では得られない体験と交流
の機会を与える特別なプログラムです。1959年に
オーストラリアのクイーンズランドで誕生したも
のであり、以来、世界中のロータリークラブや地
区で実施されています。2016年の規定審議会でも
「ロータリーの目的」の第5項に青少年奉仕の項目
が加えられました。日本で初めて開催されたのは、
1976年に当時の第366地区(大阪・和歌山)で、当地
区では1978年11月に第1回セミナーが開催されまし
た。今年で42回を迎えます。
以上が各委員会のプログラムになります。
それでは、RYLAセミナーについて少し詳しく説
明したいと思います。
＊第41回RYLAセミナー映像
このように当地区のRYLAセミナーは「歩行ラ
リー」を教材として、毎年約80名の参加者（高校
生～30歳の青少年とロータリアン）、および約30
名のスタッフ（地区委員・実行委員・ローターアク
ト）の総勢約110～120名での1泊2日のセミナーな
ります。
「歩行ラリー」でいったい何を学ぶのか？
ラリーはペアの頭脳と体力をつかい、勝ち負けを
競うものですが、それだけではなく、若者とロータ
リアンは同じ参加者として、寝食を智にしながら共
に「考え」「行動し」「議論し」「検証し」問題解
決を目指します。「コマ図」に示されている内容は
どういうことなのか？それをペア・チームで検討
して行きます。その一連の過程において、若者に
とっては様々な職業人であるロータリアンたちと語
り合うことで、人間の幅を広げられまた、リーダー
シップに必要な創造力を養って行くものです。参加
していただいたロータリアンにとっても、若者の感
受性や行動力から新たな刺激を受けることと思いま
す。参加者からは、毎年「参加してよかった」「ま
た参加したい」等の感想をいただいています。そし
て、この歩行ラリーは減点方式で順位を確定して表
彰を行いますが、単純な順位の表彰より重視される
のが、改善率です。つまり初日から２日目への改善
率の向上順位です。これを重視するのも当地区の
RYLAの特徴だと思います。
毎年のことですが、参加前後の青少年の顔がはっ
きり変わっているのが眼に見えて判ります。これが
当地区のRYLAセミナーの素晴らしさですが、参加

して頂いた方にしかいくら説明しても判らないで
しょう。是非、ご理解いただき、一度ロータリアン
として参加してみて下さい。
そして、主催者側ですが、地区委員、各分区よ
り選出された実行委員、若いスタッフ（RACメン
バー）の総勢30名よりなります。今回で42回目を
迎えますが、ラリー形式を導入した25年前は歩行
ラリーのプロにコース作成、コマ図作成等、運営の
全てをお願いしていました。そして我が先輩たちの
努力により、回を重ねるごとにロータリアン自身に
よる自前のセミナー「歩行ラリーを」行えるよう
になりました。そのことでまたRYLAの面白さも実
感することができ、半年前からの準備は大変です
が、その分達成感も大きくなりました。RYLAの地
区委員や実行委員を引き受けた方が、感動を味わ
いRYLAにはまってしまった人が大勢います。そし
て、その方たちによってまた当地区のRYLAはレベ
ルアップしていきます。RYLAセミナーとは青少年
指導者育成だけでなく、ロータリアン自身の養成セ
ミナーでもある訳で、今後も是非、50回、60回と
続けて行って将来の指導者となるべき青少年のお役
に立つと共に、私たちロータリアン自身も指導者と
して成長したいものと思います。
第41回RYLAセミナーは、今年2月17日～18日に
1泊2日で開催されました。地区委員、実行委員、
スタッフ、参加者総数約100名での開催で、地区内
29クラブから参加者を推薦していただきました。
しかしながら、未だRYLAセミナーに参加したこと
がないというクラブも多いのではないでしょうか？
今年度も将来の指導者となり得る資質を持った青少
年に対して、「歩行ラリー」を教材にしたRYLAセ
ミナーを、2019年2月2日（土）3日（日）の1泊2日
で南房総市岩井海岸「甚五郎」にて開催します。
ぜひ、各クラブから多くの若者・ロータリアンの
ご参加をお待ちしております。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたしま
す。ご清聴ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
先週、当院の第1号のインフルエン
ザ患者を私が診てしまいました。感
染していなければいいのですが。
岡野
祐
先週の夜間例会はありがとうござい
ました。本年も残り約一ヶ月半とな
りました。皆様、お身体お気をつけ
て、お過しくださいませ。
内山貴美子
先週は夜間例会、参加され方、お疲
れ様でした。本日、仕事で早退させ
ていただきます。
倉繁
裕
昨日はこれ以上ないという秋の晴天
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浩
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洋子

赤星
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鈴木

荘一

早見

秀一

でゴルフが出来ました。天気がよい
時のリフレッシュ感、大きいものが
あります。天気が良いと体調も優れ
るというメカニズムも実際にあるよ
うです。
第4分区の麻雀大会にてぶっちぎり
の償賞をしました！！黒岩会員も役満
小喜四をあがり3位に入りました！！
ちなみに前回はぶっちぎりのどんけ
つでした！！
ここ最近欠席が続いており、申し訳
ありません。また来週からも所用で
欠席が続きますが、出席出来るとき
は出席していきますのでよろしくお
願いします。
先週、10日の第5グループ第6回麻
雀大会で宮本さんが優勝、私が3位
となり、次回大会は君津クラブが幹
事することになりました。来年2月
に開催予定しますので会員皆様の協
力をお願いします。また、来月、地
区青少年育成委員会の卓話をさせて
いただきます。RYLAセミナーへは
たくさんの青少年の参加をお願いし
ます。
駅前の花がとてもきれいに咲いてい
ます。花に負けない様、頑張ります。
本日、君津ロータリークラブ2019－
2020年度の会長、理事、役員候補者
が決定する指名委員会が開催されま
した。どの役に指名されてもロータ
リアンの『はい！よろこんで』の精
神で、ぜひ笑顔で引き受けて頂ける
ようお願いいたします。これからも
ロータリー活動を頑張ります。
先週、大分出張のついでに、福岡の
実家へ半年振りに帰省しました。年
令上、帰省の都度、不祝儀袋を持っ
て廻るケースが増えている様な気が
します。
先日、豊洲市場へ出向きましたが、
職業柄警備員ばかりが目に映ってし
まいました。
寒くなりました。寒さに負けずに頑
張りましょう。
そろそろ忘年会シーズンになりま
す。皆さま、体調管理にお気をつけ
下さい。
今日はロータリーの友を紹介させて
頂きました。私は先週末に、インフ
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ルエンザの予防接種を受けました。
かかってしまった人はゾフルーザ・
タミフル・イナビルなどの治療薬の
服用をおすすめします。
本日、黒岩ライラ委員長よりライラ
の活動について卓話をいただきまし
た。青少年奉仕委員会からも改めて
参加青少年の募集を各会員企業様へ
お願い申し上げます。
昨日、代々木の新日鐵住金の研修セ
ンターにてOB会の絵画展を参観し
ましたが、65歳になってから絵を始
めた方も含め、秀作ばかりで、これ
からの自分に何ができるだろうとあ
らためて思い直しました。明治神宮
にも足をのばしましたが、結婚式の
祈願、七五三参り等秋晴れにあでや
かな着物が映え、平和な日本を実感
しました。
季節の変わり目です。体調を整え、
元気な日々を過ごせる様にしたいと
思います。
昨日、久しぶりに若い人の結婚式に
出ました。結婚式って何回出てもい
いものですね。
先日、気分転換に浅草に行ってきた
のですが、人形焼を食べ過ぎてしま
いまた太ってしまいました。忘年会
シーズンを迎えダイエットできるか
不安ですが頑張ります。
黒岩会員、卓話ありがとうございま
した。一昨日、本年度の新入社員を
歓迎する職場対抗ソフトボール＆
バーベキュー大会を開催しました。
十代、二十代の躍動感あふれる珍プ
レーに大変盛り上がった一日でした。
11月に入り、季節外れの暑さや天
候不順が続いています。会員の皆様
も御慈愛下さい。年度後半もロータ
リー活動頑張ります。
台風の影響で千葉県にかなりの塩害
が出ていますが、その所為で季節は
ずれの桜が開花してきれいでした。
みなさん、こんにちは。私のロータ
リー名札、一時行方不明になりまし
て最近出席率悪いので没収されたか
も？と思いあせりました。大川海運
さんのBOXに入っておりました。
今後は活動頑張りたいと思います。
先週末にインフルエンザの予防接種
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武田富士子

をしました。年末の繁忙時期を万全
な体調で乗り切りたいです。
今年のイベントももう少しで完了し
そうです。7月の七夕まつり、8月の
ふれあい祭り、9月の坂田神社みこ
し、10月の花火、11月の駅前イルミ
ネーションとつづいてきました。最
後は出前教室で子供達にロボットを
作る予定です。今年も楽しみです。
いよいよ気忙しくなって参りました
が、皆様体調管理をしっかり実施し
て年末に向けてがんばりましょう。
紅葉の美しい季節となりましたが、
今年は台風による塩害できれいな紅
葉があまり見れないのが残念です。
昨日、10数年からの友人である男子
プロゴルファーの額賀辰徳プロが初
優勝しました。本当におめでとうご
ざいます。額賀プロのますますの発
展とご健勝を心よりお祈り申し上げ
ます。
立冬も過ぎ、気忙しい季節となりま
したが皆様健康管理に気を付けてお
過し下さい。黒岩委員長、貴重な卓
話ありがとうございました。ライラ
委員としてがんばります。
黒岩委員長、卓話ありがとうござい
ました。今年もあと1ケ月半となり
ました、公私共にかぜを引かぬよう
がんばりぬきたいと思います。

