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前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

隈元雅博会長

皆さん、こんにちは。
本日はロータリー活動と仕事への影響をお話しさ
せていただきます。
私事ですが、皆様ご存知の信用調査会社である帝
国データバンクが発行する１月15日付の週刊帝国
ニュースに掲載されました。
「やっぱりな」とか「とうとうきたか」という声
が聞こえてきそうですが、心優しい同志の皆様方、
どうかその声は心にしまっておいてください。
実は先日、７年ぶりに帝国データバンクの千葉担
当部長が来社され、調査だと思い事業内容を話して
いるうちに、実は取材だということがわかりました。
今回はスポットライト（注目企業）という内容で
掲載していただきました。
私が君津ＲＣに入会させていただいたのは、今か
ら７年前東北大震災が起きた年2011年５月16日で
す。その頃弊社では、震災時に被災された方や地域
の支援を継続的にできないかという思いで「トレナ
ビ」という地域応援ポータルサイトを企画していま
した。ここにいらっしやる多くの皆さんにも、ご支
援・応援をいただき、今では全国1788の都道府県
市区町村とのネットワークを構築し、地域応援企業
会員が300社を超えました。毎日全国の市区町村情
報や会員企業情報を発信しています。今回取材をし
ていただいた理由は、全国規模での取り組みと、７
年間の企業成長に注目いただいたとのことでした。
皆様も、ロータリー活動と自社の業務に専心され
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ていることと思われます。時間的にはロータリー
活動に仕事の時間が削られて、ある意味マイナスに
なっているところもあるかも知れません。ただ私自
身は、この７年間を振り返ってみると、ロータリー
活動によって、新たな人とのつながり、今自分がで
きること、すべきことをなど新たな自分を発見で
き、それが活動理念になっています。
愛車のプリウスも21万キロを超えました。しか
しまだまだこれからです。
７月以降はロータリーの精神をもとに日本全国を
飛び回り、10万20万100万の地域応援企業の仲間を
増やしていきたいと思っています。まだ会員になら
れていない君津クラブの皆様もぜひよろしくお願い
いたします（笑）
本日も皆様と共にロータリー活動を行えることに
感謝いたします。
報
告
１．１月13日〜18日まで国際奉仕委員会の大住委
員長と鈴木直前会長がスリランカへ浄水器寄贈の
ため現地を訪問しました。
詳細につきましては次回の例会（２月５日）
に大住委員長よりご報告お願い致します。君津Ｒ
Ｃを代表して行って頂いたお二人を誇りに思いま
す。本当にお疲れ様でした。
２．第７回理事会が１月15日に開催されましたの
で報告を致します。
１）会計報告〈報告〉 ＊承認
異議なし
２）ＨＰのカウンター機能について ＊承認
見積内容とは別に、無料でマイロータリーへ
のリンクを追加予定
３）2018年決議審議会立法案提出のお願い
当クラブの提案締切は３月中とし、会員へは
例会場にて回覧する
４）甲府東ＲＣとの合同例会について ＊承認
開 催：３月24日（土）
会 費：15,000円（大人）中学生・小学生は
別料金設定
二次会：シュガーランプ
５）周西小、出前教室開催について ＊承認
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２月23日（金）実施
６）君津市国際交流協会の卓話について ＊承認
２月19日（月）国際交流協会の活動方針等
発表者は未定（会長もしくは事務局長の予定）
発表者については、２月の理事会にて報告
７）バギオ基金について ＊承認
例年通り、当クラブは加入しない
８）その他 ＊承認
かものはしの卓話について５月７日に実施決
定。詳細が決まり次第理事会にて報告
３．１月19日（金）八重原中学校の出前教室が開
催されました。
今回は、職業奉仕委員会の原田委員長を始め、
川名会員、永嶌会員、倉繁会員、西山会員、中野
会員、遠田会員の７つの講座を実施して頂きまし
た。
ご協力頂いた講師の皆様方及び参加された会員
の皆様、お疲れ様でした。
４．ガバナーエレクト事務所より仮委嘱状が届いて
おります。
地区諮問委員会
秋元秀夫パストガバナー
第４分区ガバナー補佐 吉野会員
ＲＹＬＡ委員会委員長 黒岩会員
米山記念奨学委員会
鈴木会員
職業奉仕委員会
内藤会員
幹

事

報

告

岡野 祐副幹事
１．１月24日（水）千葉北ＲＣ創立20周年記念式
典が開催されます。
場 所：ホテルオートプラザちば
時 間：17時受付、17時30分点鐘
当クラブからは、阿部昭広会員・鈴木会員が出
席します。
２．１月27日（土）第４分区インターシティミー
ティングが開催されます。
場 所：かずさアカデミアホール
時 間：13時30分受付、14時点鐘、
懇親会17時～
当クラブからは、隈元会長・荒井幹事・秋元パ
ストガバナー他24名の方が出席します。
３．１月30日（火）かずさ青年会議所、新年例会
が開催されます。
場 所：ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
時 間：14時～18時
当クラブからは、隈元会長が出席します。
４．２月２日（金）第46回君津市社会福祉大会が
開催されます。
場 所：君津市民文化ホール（中ホール）
時 間：12時30分受付、13時15分開式

当クラブからは、表彰式に早見副会長が出席し
ます。
５．２月４日（日）ロータリー米山記念奨学会 財
団設立50周年記念式典が開催されます。
場 所：グランドニッコー東京 台場 パレ
ロワイヤル
時 間：９時30分受付、10時開場
当クラブからは、隈元会長・荒井幹事・Ｒ財団
委員会 時下委員長・吉野会員・黒岩会員が出席
します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．甲府東ＲＣとの合同例会及び懇親会の出欠の案内
４．スリランカセミナーの出欠の案内
５．2018年決議審議会立法案提出のご案内
６．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）
partⅡの出欠の案内
７．船橋西ＲＣ創立50周年記念式典・祝賀会の案内
８．茂原中央ＲＣ創立25周年式典・祝賀会の案内
９．ザ・ロータリアン（英語版）
10．スリランカの新聞（浄水器寄贈の様子掲載）
11．富津中央ＲＣ会員の黒川様の訃報
12．女子サッカーチーム（オルカ鴨川）のチラシ
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（１月号 新ロータリアン：北見
洋司会員掲載、米山功労者：時下会員掲載）
３．ロータリーの友（１月号）
４．スリランカのお土産（国際奉仕委員会 大住委
員長・鈴木会員より）
委 員 会 報 告
社会奉仕委員会
きみつ愛児園クリスマス会訪問及び歳末たすけあい
募金について
小川哲也委員長
昨年12月25日（月）の午前中に例年と同様に、
きみつ愛児園のクリスマス会にフィンランドからサ
ンタクロース３名を呼んで参加をしてきました。園
児の皆さん約70名にクリスマスプレゼントを渡し
てきました。
サンタクロースは谷会員・村上会員・秋元会員に
そっくりのフィンランドから来た方にお願いをし
ました。どこから来ましたか？何に乗ってきました
か？食べ物は何が好きですか？という質問がありま
した。食べ物は「ケーキが好きです」とフィンラン
ド語で答えていました。

園児の皆さんはとても喜んでいました。小さな子
と接する機会が無いので久しぶりに楽しい気分にな
りました。
参加者は以下です。
①隈元会長 ②荒井幹事 ③小川委員長 ④大川
副委員長 ⑤谷会員 ⑥村上会員 ⑦秋元会員
⑧大森次期委員長 ⑨岡野会員 ⑩髙島さん
午後からは君津市役所へ行き、チャリティーの寄
付を行ってきました。社会福祉協議会の山中会長を
訪ねて行きましたが、鈴木市長もお時間があるとい
うことで市長に直接、隈元会長から手渡してきまし
た。市長もかつてＲＣに所属していたこともあり、
当時のお話をして頂きました。
年内の社会奉仕委員会の活動を無事に終えること
ができて大変良かったと思います。
参加者は以下です。
①隈元会長 ②小川委員長 ③大森次期委員長
④髙島さん
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」１月号紹介

中村圭一委員
ロータリーの友１月号は、職業奉仕月間に因んで
「職業奉仕について」の考え方、実践の在り方が特
集されています。
Ｐ７「職業奉仕について考える」は、やや難解で
すがロータリー活動における職業奉仕について考え
るにあたっての様々な切り口が提示されているよう
に思います。「職業奉仕」を一口で定義することの
難しさを感じます。その次にＰ12から「私が実践
する・考える職業奉仕」が続きます。全国の会員の
実践・考えが紹介されています。Ｐ13 神戸西ＲＣ
の大澤さんは「職業奉仕とは人様のために奉仕する
気持ちを強く持って職業を営むこと」とわかりやす
い定義を提供してくれています。さらにＰ14 花巻
南ＲＣ伊藤さんは「四つのテストに基づき自らの職
業を通じて社会の役に立つこと」とし、そうすれば
「各自の職業を通じ社会に役立つ行動に努めましょ
う、となるはず」という提示をされています。職業
奉仕について考え、実践を深めていくうえで、大い
に参考にしたいと思います。
Ｐ26 歩こう！では、小倉東ＲＣが主催する「100
㎞ウォーク」が紹介されています。1999年に参加
者44名で始まった「歩こう会」が、昨年の第19回
は参加者4,664人もの大きな大会に育ったこと、そ
の中で様々なドラマが生まれていることが紹介され
ています。これらのことだけでも大いに感銘する
ことですが、その中で最も感銘したというか驚愕の
ポイントは「今回の最高齢完歩者は90歳」という

ものです。若者でも完歩するのは難しく、第19回
の完歩率は73.6％ということです。その中で25時間
を切って堂々の完歩ということ。時速４㎞で25時
間休みなしで100㎞。これは驚愕を越えています！
我々も日々の生活を顧み、反省し、この方のように
末永く活動できるようにしたいものです。
Ｐ28 World Roundupのスペインからの報告。観
光とサッカーの国という明るいスペインのイメージ
とはかけ離れた、貧困、犯罪、虐待が蔓延してい
る社会環境の中でのＲＣ活動。具体的な内容は記載
されていませんが、我々の想像を絶するものなので
はないでしょうか。「世界の平和と幸福のための活
動」の困難さに胸が苦しくなる思いです。
縦組みＰ４ には「企業人のための危機管理」と
いう講演要旨が掲載されています。世に出回ってい
る「危機管理ノウハウ」とは全く異なる、実践的な
危機管理、危機回避の仕方が実体験をもとに紹介さ
れています。「テロリストに正対して左側の方に逃
げる…」のようなところは、映画でも見るような感
じです。じっくり読んでみていただきたいと思いま
す。
以上で１月号のご紹介を終わります。
プ ロ グ ラ ム
年男・年女（還暦）の抱負

小川哲也会員
このクラブで今年還暦を迎
える昭和33年組が沢山いて頼
もしく思っていました。ただ
所要があり、前回の夜間例会
に参加できなかったので一人
での発表かと思っていました
が、幸いにも武田富士子さん
も一緒に追試を受けるという
のがわかり多少安堵している
ところです。
さて抱負についてです。
私も製鐵所に入社して鉄づくりから社会に貢献し
てきたつもりでいます。また今は支店のトップとし
て230人の部下の生活を守ることや、吉川工業の中
では規模が大きくて稼ぎ頭の支店ということもあ
り、吉川工業全体やその社員を支えることに責任と
やりがいを感じて生活をしてきました。もうしばら
くは今の立場・役職で生活を継続するので今回60
歳になったからといってすぐに考え方が変わるとは
思いません。
ただこのＲＣの活動を通じて、具体的には職業奉
仕委員長と社会奉仕委員長を仰せつかっています
が、商売抜きでいろいろな方と接することへの楽し
みややりがいを人生で初めて感じている部分はあり

ます。出前教室で授業を担当した後にもらった中学
生からのお礼のお手紙や枝豆収穫祭でお礼を直接
言って頂いた福島から避難された方の笑顔、愛児園
でプレゼントを渡した時の子供たちの素直な喜びの
反応などです。お金では簡単に変えない部分の喜び
です。
少なくとも65歳くらいまでは現役で仕事をする
つもりでいるので、それまでは今の価値観・考え方
は大きくは変わらないと思います。仕事を退いた時
に空いた時間で何をそれからの生きがいにしたら良
いのか？今の自分に仕事を離れた時に何ができるの
か？をせっかくＲＣに入って皆さんといろいろな活
動をしながら過ごすことができているので、それを
必ず学び取るんだということを60歳にあたっての
抱負にしたいと思います。
私の代の有名人で表にまだ出ているのは、ジャイ
アンツの原辰徳や歌手の石川さゆりです。この人た
ちが実年齢よりも若い姿で頑張っている限りは負け
ないように生きていこうと思います。
まだまだ当面は皆さんのお世話になります。よろ
しくお願いします。
武田富士子会員

る。例会が秩序正しく運営されかつ、楽しい雰囲気
の中でより良い交流が図れるように例会運営に努め
る。
活動計画
①点鐘30分前までに準備を完了する。
②会長・幹事の意向に従い例会運営に努める。
③例会プログラムに沿って遅延無き進行に努める。
④４名のメンバー順番に進行を行う。
⑤来訪者・お客様は確実かつ親切にご案内する。
⑥親睦委員会の協力を仰ぎ、月に一回以上のお楽し
み席替えをする。（目標月２回）
⑦今までの伝統を守り君津ＲＣらしい例会にする。
活動計画に準じ、進行は４名のメンバーが順番で
行っております。例会は私語などの減少に努め、そ
れぞれ１回ごとに運営・進行の反省や注意事項を発
表させて頂き、皆様のご協力をあおぎ、君津ＲＣの
良き雰囲気づくりに徹します。
又、席替え抽選へのご協力も頂き月に２回を目標
に実施しております。景品は当選した時のお楽しみ
ですが、手作り品のプラスプレゼントも実施してお
ります（予算内）。今後もご協力お願い敦します。

新年あけましておめでとう
ございます。今年もよろしく
お願い致します。
君津ＲＣに還暦を迎える仲
間が7名もいるので還暦の事や
干支の事、私たちが生まれた
昭和33年時の事などはだれか
が言ってることと思われるの
であえて申しませんが、皆さ
ん若いですよね‼昔は60才の方を見てもっと老け
ていた感じを持っておりましたが、いざ自分たちが
60才のこの年になってまだまだ若いじやん！など
と思ってます。特に私の周りの方たちは特に働き盛
りの人たちばかりです。私も皆さんと肩を並べられ
る者でありたいと努力しなければとこの機会に心新
たに致しました。私のモットーは「笑い」です。く
よくよしたところで同じ人生。「大切なのはどれだ
けしたのかではなく、どれだけ心を込めたか」だと
思って感謝の気持ちを持ちながら笑って前を向いて
いきます。皆様今後もよろしくお願い致します。

クラブ管理運営委員会

クラブ協議会（下期活動計画）
Ｓ. Ａ. Ａ.
武田富士子Ｓ.Ａ.Ａ.
４名のメンバーで活動いたします。
活動方針
会場監督として例会場の品位を保つように努め

親

早見秀一委員長

活動方針
当クラブの会員構成特徴とその特性を活かし、ク
ラブ運営の基本原則や会務をしっかりと理解し、例
会の充実と会員相互の親交を深める等、親睦委員会
の円滑な運営のための調整・支援を行う。
活動計画
１．親睦委員会の活動計画に基づき、当委員会活動
を行う。
２．親睦委員会が策定した定量的活動目標を達成で
きるように支援する。
３．親睦委員会の活動状況を定期的に把握し、各種
企画に対する会員の積極的な参加を働きかける。
４．例会の充実、会員相互の一層の親睦のため、諸
活動の工夫等のアドバイスを行う。
これらを佐々木委員長以下親睦委員全員が新たな
取り組みを含め推進され、そちらへの参加はもとよ
り、支援や協力もさせて頂こうと考えております。
睦

委

員

会

佐々木昭博委員長
親睦委員会です。活動方針についてはクラブ活動
計画書に記載してある通りですので省略致します。
下期活動計画ですが、先ずは３月24日（土）に
姉妹クラブである甲府東ＲＣとの合同例会＆懇親会

を行います。先日皆様にＦＡＸ致しました通り、場
所は月島桟橋から屋形船にて和牛ステーキを食しな
がらの合同例会＆親睦会、その後君津ＲＣ会員のみ
銀座の自由散策となっておりますので、ご家族お誘
いあわせの上沢山のご参加をお願い致します。
あとはまだ日程未定ですが４月～５月頃に親睦ゴ
ルフ大会を行える様計画中です。
会員増強委員会

永嶌嘉嗣委員長
運営方針に基づき各会員のご協力を頂き、会員数
61名を目標とする。現在59名なので今後女性会員
２名増強を図りたい。
ロータリー情報委員会

釼持純一委員長
活動方針
新会員へのオリエンテーションを行い、ロータ
リーの奉仕の理念、目的、ロータリー会員としての
責務などわかりやすく情報を提供する。会員に対し
ロータリーの最新の情報を提供し、知識普及に努め
る。
活動計画
１．入会候補者にロータリー情報を提供し、ロータ
リーへの理解を深めてもらう。
２．地区大会・ＲＬＩ・第４分区のインターシ
ティーミーティング、Ｒ情報研究会への参加を推
奨する。
３．ロータリープログラムに変化のあった場合それ
らをタイムリーに会員へ提供する。
公共イメージ向上委員会

倉繁 裕委員長
活動方針
ロータリーの目的を踏まえて、地域のクラブや会
員へ情報の伝達およびロータリアンでない方々へ、
ロータリーとは「何をしているか」を伝えつつ、
ロータリーのイメージを向上させる。
クラブホームページ、メディア、会報等を通した
奉仕プロジェクト活動報告（＊）の拡充を図り、地
域社会の認知度を高める。（＊枝豆収穫祭等）
ロータリーの公報誌「ロータリーの友」の紹介を
通して、内外のロータリアンの活動を知ると共に、
奉仕の理念を育むことを推進する。
下期活動計画
○クラブホームページにおけるクラブ活動状況に関
する各週会報の掲載
○ロータリーの友の記事内容に関する各月例会にお
ける紹介
○君津ＲＣの活動内容に関するロータリーの友等へ

の掲載
・地域の親子体験、ポリオ撲滅キャンペーンを
目的に、10月14日に開催された枝豆収穫祭の
活動実績について、文書・写真をロータリーの
友２月号・ROTARY AT WORK文書編掲載予
定。
・その他活動に関する紹介等についてさらに検討
奉仕プロジェクト委員会

永嶌嘉嗣委員長
社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、各
委員会活動との連携とサポート。
社会奉仕委員会

小川哲也委員長
社会委員会の活動計画は全部で６項目あります。
上期から計画を順調に消化しており、残りは新学期
になってから周西中の新３年生と実施する駅前花壇
の花植えだけになっています。
新学期が始まる４月早々には学校と調整して事前
の花抜きと花植えの日程調整を実施する予定です。
計画書では５月21日の例会後に花抜き、５月28日
の例会後に花植えとなっています。これを前提に話
を進める予定ですが、学校の予定もありますので変
更の場合は臨機応変な対応でお願します。
国際奉仕委員会

大住昌弘委員長
（１）活動方針
ロータリーの目的第4項には「奉仕の理念で結
ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、
国際理解、親善、平和を推進すること」と謳われ
ている。当委員会は、この考えのもと、君津ＲＣ
で実行可能な活動として、国際平和につながる人
道的奉仕プロジェクトを推進する。
（２）活動計画
①今後の君津ＲＣの国際奉仕活動として、継続
的に推進できるテーマ、短期的でも意味のある
テーマについて、ＲＩ2790地区の他のＲＣと
の連携も視野に、早急に多角的に検討を進め、
着手する。
現状、具体的な活動として、柏東ＲＣなどと
の連携により、スリランカへの浄水器寄贈プロ
ジェクトの検討を進めており、ある程度の予算
対応ほ準備しておきたい。
また、これまで当ＲＣとしてベトナムからの
奨学生を受け入れた経緯もあり、同国への国際
奉仕活動も模索していく。
→鈴木直前会長とコスモス奨学金のプログラ
ムにより、スリランカ国を訪問した（2018

年１月13日～17日）。訪問中の行事等を通
じ、推測ながら、同会の活動が無償で運営さ
れ、我々の寄付金などが直接支援者に行き届
くことがほぼ確認できたとともに、支援（浄
水器の配布）がまだまだ不足していることを
実感した。できれば、今年度予算の残分合
め、継続して同会への寄付を通じて、同国の
水事情に苦しむ児童への支援を継続したい。
→米山奨学生ＯＢのグエン・フー・チン君を通
じたベトナム、その他に対する今後の国際奉
仕のあり方について検討を継続する。
②上記など人道的課題に取り組むロータリーの公
共イメージと認知度の向上の観点もあり、本年
10月に実行予定の「枝豆収穫祭」の参加者に
国際ロータリーのポリオ撲滅運動への支援を訴
え、また、当クラブの国際的な奉仕活動につい
てＰＲを行う。
→引き続きポリオ撲滅運動展開の機会をとら
え、また、国際的な児童の人身売買問題への
対応（５月７日例会にてＮＰＯ「かものはし
プロジェクト講話）を実施する。
③君津市国際交流協会への協力支援を行う。
→交流協会への訪問（2017年12月15日）によ
り、同協会の活動をヒアリングした。今後の
同協会との連携を模索する。2018年2月19日
例会にて卓話を依頼中だが、例年の留学生に
よる成果発表は人材難の為、まずは同協会の
活動内容を説明していただくことになる模
様。
④次年度国際大会（2018年６月23日～27日、カ
ナダ／トロントにて開催予定）への参加を呼び
かける。
→タイミングが株主総会や人事異動の時期であ
るということを念頭に進める。
（３）予算案
今年度予算と同様、35万円を上申する。
→上術のとおり、今年度予算範囲内にて、スリ
ランカへの国際奉仕活動としてコスモス奨学
金に寄付したい。（内容については、緊急性
など同会と相談する。）
職業奉仕委員会

原田健夫委員長
活動方針
ロータリーの行動計画第3項には「自分の職業ス
キルを生かして若い人びとを導き、特別なニーズを
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの
生活の質を高める。」と書かれています。この基本
的考え方に基づいて、会員が一致協力して、“自分
たちの仕事を通じて社会へ貢献する”ことを実践す

べく活動を行っていきます。
活動計画
１．若い世代（小・中学生）を対象に、会員自らの
職業を紹介することにより、働くことに対する関
心を高めるとともに、働くことの尊さを理解して
貰うべく、「出前教室」を開催する。
２．「出前教室」のテーマとしては、従来のテーマ
に新しいものを加えて見直しを行い、３回の予定
で開催を計画します。
１．下期活動計画
会員各位のご協力を頂き、12月18日（月曜）に
周西中学校１学年97名を対象として、また、１月
19日（金曜）に八重原中学校1学年72名を対象とし
て「出前教室」を開催しました。
どちらも講座数は7講座でしたが、活動計画に
従って、昨年度の講座内容の一部見直しを行い、永
蔦会員による「病院で働く看護師の仕事」を「薬剤
師って、薬って何？」に内容変更。また、新規に中
野会員による「溶接で鉄と鉄をくっつける」講座を
実施して頂きました。
いずれの講座においても、生徒さん達は非常に興
味を持って受講しており、職業に対する関心を深め
ること、そして働くことの尊さを理解して貰うこと
に大きく寄与できたのではないかと考えます。
本年度の最後となる３回目は、２月23日（金
曜）周西小学校で開催する予定です。
米山記念奨学会委員会

時下俊一委員長
下期活動方針
米山奨学会事業は、ロータリアンの寄付金を財源
として、日本で学ぶ優秀な外国人留学生に奨学金を
支給し、クラブ全体で支援する事業です。
下記年度活動計画の１～４項に関してはほぼ達成
の見込みであるため、引き続き奨学会事業の理解活
動の推進に努めるとともに、５項の奨学生世話クラ
ブとなれるよう重点的に活動します。
年度活動計画（再掲）
１．通常寄付8,000円／人を達成する。
２．特別寄付300,000円を達成する。（クラブ数値
目標100,000円）
３．米山月間（10月）に奨学生の卓話を依頼し、
各クラブ員に寄付金を募る。
４．１、２、３にて、15,000円／人を達成する。
５．2018年度奨学生世話クラブとなれるよう活動
する。

ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
本日は活動計画を発表していただき
ありがとうございました。下期もど
うぞよろしくお願いいたします。
私は、ロータリー活動と仕事のお
話をさせていただきました。途中、
「自慢か？」「営業か？」と思われ
た方がいらっしゃいましたら、どう
かロータリーの仲間として広い心で
お許しください。
全国にはまだまだＲＣの活動や思い
を知らない、まだ見ぬ仲間が沢山い
ると思われます。今後もロータリー
活動とソーシャルネットワークの拡
大に邁進していきたいと思います。
～Think Glocal～（シンク グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！
岡野
祐
カゼがはやり出したみたいです。皆
様体調にお気をつけください。
武田富士子
皆さん、改めまして明けましておめ
でとうございます。今年もよろしく
お願い致します。先週欠席してしま
い、本日、小川会員と２人だけの赤
いちゃんちゃんこです。ペアルック
です。自称48才の年女で通していた
のにＲＣでバレてしまいました？な
んて始めからバレてましたけどね‼
私の記念日、ありがとうございまし
た。
小幡
倖
八重原中学校出前教室スタッフの皆
様、ご苦労様でした。
お誕生日プレゼントいただきまし
た。空模様が心配です。
福田 順也
午後から雪が降るとの事です。積も
らなければ良いのですが…。
大住 昌弘
昨年末、チャリティー欠席以降、久
し振りの例会出席ですみません。先
週は鈴木直前会長とコスモス奨学金
のプログラムでスリランカを訪ねて
来ました。事前勉強もあまりせず、
行ってびっくり、見てびっくり。ま
た、別途報告します。２人とも無事
行事をこなせ良かったです。
谷口 弘志
先週末、仕事の関係で石川県の小松
市を訪問して来ました。天気も良く
て道路の積雪は無かったのですが、
少し前の大雪による残雪が多く、北
陸らしい景観の中で名物の小松うど
んを食して来ました。

中村

圭一

吉田

雅彦

喜多見

貴

別府

明人

小川

哲也

倉繁

裕

遠田

祐治

谷

浩司

時下

俊一

原田

健夫

松井泰次郎

大森

俊介

皆様、本年もよろしくお願い申し上
げます。早くも１月も下旬、冬至か
ら１ヶ月が経ち、少し日が長く感じ
られます。春間近です。まだまだ寒
いですが、すぐそこまで来ている春
を楽しみに、もう少し寒さに耐えて
頑張りましょう。
年末年始と例会欠席となり、申し訳
ありませんでした。インフルエンザ
大流行とのことで、私の娘２人共年
始にＡ型に掛かり、治ったと思った
ら長女が昨日からＢ型になり、引き
続きの予防・注意が必要です。お互
いに気をつけて参りましょう。
インフルエンザがかなり流行して
おり、会社内でも数名休んでおりま
す。手洗い・うがいを励行し、注意
していきたいと思います。
インフルエンザ等、流行って参りま
した。皆様お体にお気を付けて下さ
い。
今日は何回も前で話をさせて頂きま
した。還暦のお祝いも頂きました。
ありがとうございます。
インフルエンザの発症が１月の第
２週あたりから急増しているそうで
す。社内でも、複数の職場でＡ型、
Ｂ型共に発生事例が出ています。職
場内連鎖が広がらないように留意し
ているところです。
今晩は雪のようですね。子供のころ
は雪が大好きでしたが、今は寒いの
が嫌いになってしまいました。
先日、幕張メッセでウインタース
ポーツのイベントがあり、行ってき
ました。昨年壊れてしまったビン
ディングを新調することが出来まし
た。今年度が楽しみです。
22日にもなって間の抜けたごあいさ
つで申し訳ありませんが、本年もよ
ろしくお願いします。
１月19日、八重原中学校「出前教
室」を開催しました。ご協力頂きま
した会員各位に御礼申し上げます。
次回、周西小学校も宜しくお願い致
します。
今日は本当に寒いですね。午後から
雪とのことですので、皆さん車の運
転には十分に注意して下さい。
本当に寒いです。インフルエンザも

永嶌

嘉嗣

釼持

純一

はやっているそうなので手洗い・う
がいで予防していきたいです。
インフルエンザ患者をたくさん診る
ので例会に来るのが申し訳ないよう
な気がします。
ホームセンターに寄ったら、雪か
きスコップを買い求める方を見かけ
ました。使用しないですみますよう
に！

中野

賢二

特別ＢＯＸ
宮本 茂一

先週、出前教室で八重原中に行っ
てきました。スクラップロボットの
準備で久々に自分で溶接をやりまし
た。顔は溶接焼けでボロボロにな
り、ヤケドまでして、社員に笑われ
ました。

八重原中学校出前教室の様子／H30.1.19実施

①水をきれいにする仕事

②日本料理包丁技術講座

③薬剤師って、薬って何？

④鉄の不思議

⑤磁気の不思議

⑥製鉄所内のエコな仕事

⑦溶接で鉄と鉄をくっつける

