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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
国 家 斉 唱 君が代
Ｒ ソ ン グ 奉仕の理想
お 客 様 付 靖秋
（米山奨学生）
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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
5月10日第5グループの親睦ゴルフコンペが開催
されました。吉野ガバナー補佐、廣田グループ幹事
をはじめ、ご参加くださった会員の皆さまどうもあ
りがとうございました。特に廣田グループ幹事は腰
痛でプレーできない状態にもかかわらず、裏方とし
ての仕事のためだけにご足労頂きました。どうもあ
りがとうございました。グループでの行事もこれが
最後となります。吉野ガバナー補佐、廣田グループ
幹事どうもご苦労様でした。期間中は当番クラブ会
長である私をいろいろと気遣っていただき感謝して
おります。また岡野幹事にも大変お世話になりまし
た。この場を借りてお礼申し上げます。
当日は少し熱くなるとの予想でしたが、それほど
ではなく絶好のゴルフ日和となりました。他クラブ
からも多くの参加をいただき、楽しく親睦を深める
ことができました。遠くの親戚より近くの他人とい
う言葉もあります。ロータリー活動を続けていく上
からも、また会員増強という意味からも近隣クラブ
との友好を図ることは大変意味深いと思います。私
個人としても当日は木更津東ロータリークラブの石
田会員、当クラブの宮本会員と大変楽しくプレーさ
せていただきました。石田さんは高い実にいい球を
もっており、感心しました。宮本さんとは例によっ
て「話はするが、会話はしない」を守り続け、午前
は引き分け、午後は勝利することができました。今
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までの借りを少し返すことができました。どうもあ
りがとうございました。
終了後の懇親会の前に吉野ガバナー補佐と話して
いて気付いたのですが、当クラブではしばらくクラ
ブ内での親睦コンペが開催されていません。その原
因ですが、クラブの行事としてのコンペということ
ですと、いろいろと手続き上も大変で実現できない
ということもあるのかなと思います。そこで提案で
すが、ゴルフ同好会を結成してはどうかと思うので
すがいかがでしょうか。できればプレー費も安い平
日に気軽に誘い合って楽しむ、坂井さんがお元気
だったころはしょっちゅうやっていましたので、復
活できればと思います。ゴルフやお酒の席ではその
人の人間としての本質がかなりわかります。本当の
意味での付き合いをするうえでも大変参考になるの
ではないかと思います。そのような機会を作ること
ができましたら、若手の方もどしどし参加していた
だき、宮本さんのような方に教えてもらえばいいと
思います。
永嶌年度もいよいよ残りわずかとなってまいりま
した。最後まで何とかやり遂げたいと思いますので
よろしくお願い致します。以上本日の会長挨拶とさ
せていただきます。
幹

事

報

告
岡野

祐幹事

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：5月30日(木) 時間変更
点鐘：18時30分
＜富津中央RC＞
日時：5月30日(木)の例会を日程変更
５月29日(水) 点鐘17時30分
理由：富津シティRCとの合同例会
２．次週例会は、駅前花壇の花植え準備作業です。
例会には作業服で出席頂いても結構です。君津
ロータリークラブの赤い帽子をご持参下さい。
また、君津ロータリークラブのポロシャツ又は
ジャンパーの着用をお願いします。
３．本日、甲府東RC30周年記念式典の参加につい
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て最終締切りとさせていただきます。出欠につい
て変更のある方は、本日17時までに事務局まで
お知らせ下さい。
〈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．ロータリーの友、新しい欄の紹介及び、投稿の
お願い
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（5月号）
３．ロータリーの友（5月号）
４．次年度委員会構成表
５．委員会別打合せ用フォーマット（各委員会1枚）
米山奨学生紹介

廣田二郎カウンセラー

米山奨学生「付 靖秋」君
ニックネーム：ふっくん
出身地：中国吉林省長春（ハルピンの南）
年 令：23歳
千葉大学大学院 公共社会科学専攻
趣 味：旅行・撮影
親 睦 委 員 会
5月の誕生祝・私の記念日

5月 の 誕 生 祝
坂井佳代子
谷

浩司

荒井潤一郎

Ｓ. 33. 5. 3
Ｓ. 49. 5. 16
Ｓ. 40. 5. 17

5月の私の記念日
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洋司

猪瀬

浩

早見

秀一

大浦

芳弘

黒岩

靖之

大川

裕士

委 員 会 報
社会奉仕委員会

S. 41. 5. 1
H. 2. 5. 1
H. 29. 5. 6
H. 3. 5. 18
H. 14. 5. 25
H. 2. 5. 27

告

大森俊介委員長
5月27日
（月）
に周西中学校 3年生による君津駅前
花植え奉仕作業が実施されます。
当日は、13時過ぎより花壇に集合し、中学生た
ちが植える花植えのサポートをお願い致します。
また、20日
（月）
に花抜き作業を行いますので、こ
ちらにつきましてもご協力をお願い致します。
尚、当日の例会は、作業ができる格好で参加して
頂いて問題ありません。
ロータリーキャップをご準備願います。
以上、宜しくお願い致します。
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」5月号の紹介

大住昌弘委員長
１．まず、縦組みP4皆さんよくご存じのシンクロ
の井村雅代コーチの「愛があるなら叱りなさい」
です。ＴＶによく出てくるし、強烈なスパルタお
ばさん（おばあさん？）ということで、そのまま
皆さん違和感なく読めると思います。あえて中身
のご説明はいらないと思いますが･･･
①まず、シンクロナイズドスイミングは今や死
語。アーティステイックスイミング。
②中国のコーチになったのは「非常に心のこもっ
た、熱意溢れる招請を受けた」から。
→日本のマスコミからぼろくそに言われた。
③なぜ日本のコーチに戻ってきたか？弱くなってし
まったチームの再生を日本水連から懇請された
からだが、やはりうれしかったように思われる。
④10年ぶりの日本チームの雰囲気は外国より外
国。精神面、肉体面の立て直し。
・練習はうそをつかない（筋肉は裏切らない、

とどこか類似）
・練習は試合のように、試合は練習の様に。
・１㎜の努力
・しかり方のコツは、その場で叱る、古いこと
を持ち出さない、しつこく叱らない
・できないから目標レベルを下げるのではな
く、逆に一段レベルを上げる。
・コーチも選手に向き合うだけではなく、曲の
選定、水着の選定など知恵が必要。
→自分より３歳も年上の先輩が1000日あればま
だ間に合う、と東京オリンピックに向かい自ら
を奮い立たせたとの言葉に感動しました。
日本では「競争」を否定した時もありました
が、今は見直す動きも出ています。働き方改革
とか何かとハラスメントと呼ぶ風潮にあらため
て考えさせられました。
２．縦組みＰ15下段友愛の広場の意見として職業
奉仕に関する記述があります。「職業奉仕」につ
いて様々な捉え方があり議論を呼びますが、歴史
的経緯が参考になりました。
３．縦組みＰ27二段目後半から、今度は国際奉仕
についての記述です。先日、君津国際交流協会の
幹事長と懇談しましたが、まさにこのような観点
も重要と思いました。本日の次年度タイムで、国
際奉仕活動の一つの柱としてご相談したいと思っ
ています。
（外国人（届出ベース）：在留者264万人、就労者
146万人。
観光客1964年:35万人、1000万人越=2013、2000
万人越=2016、3000万人越=2018）
４．今月は青少年奉仕月間で、横組みは各ＲＣでの
活動を紹介しています。
①横組みＰ８姫路ＲＣのキャンプです。元々は夏
休みに経済的理由などで遊びに行けない児童を
対象にスタート。毎回、子供たちの初日と最終
日の表情の違いに驚き。
そのキャンプの出身者達もボランティアとし
て、キャンプに参加しているとのこと。
②横組みＰ９今治ＲＣ友の会は、市内の小中高校
からロータリー精神にかなう子供を選出し表彰
したのが始まり。インターアクトクラブとも連
動、連携し活発な活動。
③横組みＰ10奈良県あすかＲＣのチームＡＳＵ
ＫＡ。奉仕の大切さを次世代に引き継ごうと、
会員の家族や企業の職員に呼び掛け、一緒に奉
仕活動。最初は少なかったが、ボランティアを
したいという若者が増える中、その受け皿と
なっている。
５．横組みＰ14から海洋プラスチックごみのテー
マです。日本近海の海水中に含まれるマイクロプ

ラスチックの平均密度は、世界平均に比べ27倍
とは驚きです。Ｐ８表の国別発生量を見ると人口
の少ないスリランカがワースト５になっており、
人口一人当たりで他の国が多くて５～６kgに対
し、同国は20kg以上とは驚きです。続くＰ16か
らはそうした海洋ごみを再生する取り組みが紹介
されています。
６．最後に、横組みＰ18バギオ基金についての表
記です。この基金の設立経緯は「第２次世界大戦
後、フィリピンに残った日系人がその出自ゆえに
迫害を受けたり悲惨な暮らしをしていたことを
知った日本人キリスト信者が彼らに救いの手を差
し述べたこと」からでした。私は言われてみれば
理解はできるものの、恥ずかしながらこの事実を
知りませんでした。Ｐ19の基金第５期生の弁論
大会での発表があります。彼はおばあちゃんが日
系人でその苦難を聞き一旦日本嫌いになりました
が、また日本への関心が高まり日本に留学してき
ました。日本人としての歴史に自覚を持たねばと
考えさせられた内容でした。
メインプログラム
次年度タイム（委員会別会議）
内山貴美子会長エレクト
2019―2020年度 君津ロータ
リークラブ活動目標
1．クラブ管理運営委員会
1．親睦委員会
生涯にわたる友情を築くだ
けでなく、自らの関心を持
ち、活動への意欲を一層高
めながらロータリーに積極
的に参加する。
２．会員増強委員会
会員拡大 純増1名
女性会員 クラブの1割以上、若手職業人の増強
を目指す。
３．公共イメージ向上委員会
オリパラ気運をタイミングで国際奉仕、国際交流
の情報発信や社会奉仕活動、職業奉仕活動、青少
年奉仕活動のさらなる情報の発信をする
４．奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕
1．出前教室の実施
社会奉仕
1．周西中学校との駅前花壇花植の実施
2．福島沖地震被災者招待及びポリオ撲滅キャ
ンペーンの枝豆収穫祭の実施
3．文化体育活動支援事業
（少年野球、老人ホーム・養護学校の慰問）

の実施
国際奉仕
1．スリランカへの簡易浄水器の贈呈
2．君津市国際交流協会との交流
スリランカについて近隣小学校へ図書を配布
し世界平和、国際奉仕の大切さを理解しても
らいます。
青少年奉仕
1．RYLAセミナーへの参加
5．ロータリークラブ財団委員会
1．ロータリー財団へ寄付
年次寄付
＄150以上
ポリオプラス ＄30以上
6．米山記念奨学会委員会
1．奨学会への寄付 15,000円以上
2．奨学生の受け入れ
3．米山記念館の訪問
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
宮本さんから預かりました。
岡野
祐
令和元年、気を引きしめて過ごして
いきたいと思います。
内山貴美子
本日は次年度タイムご協力ありがと
うございます。これから宜しくお願
いします。付さん本日は来訪ありが
とうございます。
猪瀬
浩
まずは私の記念日のお花ありがとう
ございました。令和元年初めての例
会に出席出来てホッとしておりま
す。新元号の元でもよろしくお願い
します。さて本日はこのあと第5回
富津市民花火大会の協賛者等向けの
事前説明会があります。今年は昨年
中止となってしまった分水上2尺玉
を富津の海に開花させる等、パワー
アップさせていきますので、どうぞ
よろしくお願いします。
私の記念日、ありがとうございました。
黒岩 靖之
4月28日～4月30日福岡で開催され
た第31回全国ロータアクト研修会に
出席して来ました。ロータアクト、
ロータリアンの約1000名の登録が
あり、5つのプログラムに分かれて
の研修をしてきました。夜は中洲で
他クラブのロータリアン達と親睦を
深めてきました。楽しかったです。
早見 秀一
私の記念日、真っ赤なお花ありがと
うございます。米山奨学生付靖秋さ
ん、ようこそ君津ロータリーへ。楽
しんで下さい。

篠塚

知美

北見

洋司

廣田

二郎

隈元

雅博

倉繁

裕

髙橋
大川

雄一
裕士

大森

俊介

坂本

直樹

喜多見

貴

今年のGWは、10連休でしたね。み
なさんは、どのようにお過ごしされ
ていたのでしょうか？弊社飲食店
は、稼ぎどきなので休まず営業しま
した。休まず頑張ってくれた社員に
はとても感謝です。
令和初、席がえ抽選あたりました。
ありがとうございます。また、結婚
記念ありがとうございます。
①米山奨学生の付靖秋君を紹介しま
した②5月10日第5グループゴルフ
コンペ参加された方ありがとうござ
いました③フーチン君が4月28日に
自宅へ誕生プレゼント持参してくれ
ました（奥さんとご子息9月に日本
へ来るとのことです）
付靖秋君、祖国の為、日本の為、世
界平和の為に頑張りましょう！5月
5日の子供の日に野の花の家にケン
タッキーを届けてきました。ほんの
少しですが、これからも続けていき
たいと思っています。いよいよ内山
次年度体制が固まってきましたね。
今年度も残りわずか。目標である61
名体制に向けて会員紹介など永嶌丸
でも最後まで全員でロータリー活動
に邁進していきましょう！
先般の10連休中、海外に家内と出か
けてきました。2日目に地下鉄で危
うくスリ（少女4人グループ）に財
布を抜き取られそうになり、海外リ
スクを再認識するハプニングがあり
ましたが、異文化、非日常性の中で
リフレッシュ出来ました。
令和元年、気を引き締めていきます。
米山奨学生付靖秋さまようこそ君津
RCへ！！私の記念日、毎年素敵なフラ
ワーギフトありがとうございます。
令和元年最初の例会、お疲れ様でし
た。来週の花抜き、再来週の花植
え、ご協力宜しくお願いします。
このところ歩行者が巻き込まれる交
通死亡事故の報道が続いています。
5月20日までは春の全国交通安全運
動期間です。ハンドルを握る際には
十分注意しましょう。
連休は高校の同級生と久しぶりに旅
行に行ったりして、リフレッシュで
きました。先週はまだ体が慣れず、
疲れましたが今週からまた仕事頑張
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ります。
長い連休も嵐のような孫たちのおか
げでアッと言う間にすぎ、静かな気
分で仕事に戻りました。その間、平
成から令和へ、何となく全国的に
ハッピー感の中で切り替わったよう
に思います。我が社や業界の組合で
は、ややこしいと思い、西暦表記に
切り替えさせましたが、マスコミは
相変わらず、平成を振り返る特集や
令和をどう生きるか等一括りで、受
け狙いなんでしょうか？もう10年
も経てば、明治は遠くなりにけり、
ではないですが、昭和は遠くなりに
けり、ということになるのでしょう
か？
連休中は帰省した際に長崎を訪問し
て来ました。展示が新しくなった原
爆資料館を久しぶりに訪れた後、坂
本龍馬や勝海舟も通った史跡料亭
「花月」で和華蘭グルメの代表格で
ある卓袱料理を堪能して来ました。
長崎を訪れる際は、「花月」はお薦
めです。
暖かくなりました。熱中症に気をつ
けてお仕事頑張りましょう。
長すぎた10連休！二度と無い事を願
います。令和初例会有難う御座いま
した。
北九州市の我が家で10日間生活しま
した。単身生活14年にとっては非
常に長い時間でした。1日だけ外出
し、門司から下関までトンネルを歩
きました。
皆様G・Wはいかがお過しでしたで
しょうか。私は5月5日（日）の午前
5：40羽田空港発君津行きのバスで
こちらに戻ってきたのですが、この
時間で既にアクアラインが渋滞して
いました。かずさ地域の観光地とし
てのポテンシャルを改めて感じた次
第です。
新卒の社員2名も、いよいよ現場に
出始めました。実際の工事現場で、
安全に対する本当の教育開始です。
心配でもあるし、今後が楽しみな面
もあります。社長として、しっかり
と育てていきたいです。
前期、君津支店の5年半ぶり業績表
彰受賞が決まりました。皆様のお陰

鈴木

荘一

時下

俊一

遠田

祐治

宮本

茂一

吉田

雅彦

秋元ゆかり
中村

圭一

です。これからも君津発展のために
頑張ります。
令和初めての例会です。本日ご紹介
頂きました「フ・セイシュウ」奨学
生を宜しくお願いします。彼は優秀
な成績で奨学生試験を通りました。
会員皆様1年ご指導よろしくお願い
します。
皆様、長～い連休はいかがお過ごし
だったでしょうか。元号のうつりか
わりを眺めている内に10日間過ぎて
しまいました。
5月1日「令和」にゆかりの太宰府坂
本八幡宮に参拝し、御朱印をもらい
ました！！もともと無人の小さな神社
だったそうですが大混雑でした。連
休明けには連日の激務に耐えかね氏
子さんたちが、御朱印をやめたそう
です。お宝になっちゃった！
第5グループ親睦ゴルフ大会に出席
しました。吉野ガバナー補佐、廣田
幹事、永嶌会長、岡野幹事、大変
おつかれ様でした！！天気も大変に良
く、とても楽しいゴルフでした。
令和の時代も、皆さまと共にロータ
リー活動させて頂ければと思いま
す。宜しくお願い申し上げます。悲
しい交通事故のニュースが後を断ち
ませんので、今まで以上に気をつけ
ていきたいと思います。
今月お誕生日を迎えられる会員の皆
様、お誕生日、おめでとうございます。
令和第1回の例会おめでとうござい
ます。皆様と共に、良い時代にして
いけるよう努めたいと思います。
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