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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。
平昌パラリンピックが昨日で閉幕しました。事前
の予想では色々と心配されていましたが、オリン
ピック・パラリンピック共に無事に開催され、日本
人も前評判以上に活躍し個人的には大いに盛り上
がった大会だった思っています。
その中で妹の美帆選手が注目され、大会前はあ
まり話題にならなかったが、見事金メダルを２つ
取った高木菜那選手に会社から2,000万円、個人の
ポケットマネーから2,000万円、計4,000万円の報奨
金を出すということで話題となった日本電産の創業
者である永守重信さんの、自伝を読ませていただき
ました。
永守さんは中学生の時お父さんを亡くし、高校生
の時、自ら塾を経営し学費を稼ぎ、職業訓練大学を
卒業後、35歳までに独立する計画を立て、元旦以
外休みなく働き、今も続く朝７時前から22時過ぎ
までの16時間勤務をつづけ、まさに『情熱と熱意
と執念』の経営により巨大な日本電産グループを築
きました。
成功の秘訣は『早寝、早飯、早グソ』だそうです
（笑）
社内には、『一番以外はビリと同じ』という標語
があちこちに貼られていて、高木菜那選手もかなり
プレッシャーを感じていたそうです。
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今話題の『働き方改革』に逆行する永守さんの生
き方は、すべての人が賛同するわけではないと思い
ます。ただ、世界的企業グループを創設した今も第
一線で活躍し、オリンピックの金メダリストを輩出
し、肩を抱き寄せセクハラまがいの記者会見を行っ
ても批判されないのは少しうらやましいなと思いま
す（笑）
地域貢献と世界平和活動に一番はないかもしれま
せん。
しかしどうせやるのなら、情熱と熱意と、絶対に
やり遂げ、やり続けるのだという執念、そして君津
ＲＣのバナーに込めた澄み切った青空のような心と
燃える太陽の志、そしてロータリアンとしての誇り
を持って活動していこうではありませんか！
報
告
１．３月10日（土）坂本会員の第２子（男の子）
が産まれました。おめでとうございます。御祝い
をお渡しします。
幹

事

報

告

荒井潤一郎幹事
１．３月24日（土）に甲府東ＲＣとの合同例会及
び交流会が開催されます。
集 合：10時35分 ホテル千成
（バスにて現地へ向かいます）
内 容：屋形船にて合同例会＆交流会、銀座
散策
当クラブからは、20名の会員及びご家族の方
が参加します。なお、26日（月）の例会は振替
で休会となりますので、お間違いないようお願い
致します。
２．３月25日（日）に会長エレクトセミナーが開
催されます。
場 所：アパホテル＆リゾート東京ベイ
幕張ホール２階
時 間：登録９時30分～ 点鐘10時
懇親会17時～
当クラブからは、永嶌会長エレクト・吉野ガバ
ナー補佐エレクトが出席します。
３．３月26日（月）にＲＬＩ（パートⅡ）が開催
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されます。
場 所：千葉市民会館 ３階特別会議室２
時 間：受付９時40分 開会10時10分～
閉会18時10分
当クラブからは、岡野会員・大住会員・武田会
員・福田会員・佐々木会員が出席します。
４．３月26日（月）にかずさ市民応援団総会・懇
親会が開催されます。
場 所：ハミルトンホテル上総
時 間：18時30分～
当クラブからは、隈元会長が出席します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．君津市国際交流協会よりホストファミリー募集
の案内
４．勝浦ＲＣ創立55周年記念式典及び祝賀会の案内
５．明治神宮清掃奉仕の案内
６．ハイライトよねやま216
７．抜萃のつづり
〈配布物〉
１．例会プログラム
プ ロ グ ラ ム
青少年奉仕委員会
ＲＹＬＡセミナー報告

阿部昭広委員長
地区ＲＹＬＡ委員会では、平成30年２月17日
（土）～18日（日）の一泊二日で長生郡長柄町に
あります「リソル生命の森」におきまして第41回
ＲＹＬＡセミナーを開催し、当クラブより３名の青
少年・３名のロータリアンが参加しました。
今年度のＲＹＬＡは歩行ラリーを教材として、参
加青少年が初対面の人たちと寝食を共にして、共
に考え・共に行動し・共に議論し・共に検証すると
いった一連の流れの中で、先入観や固定観念から起
こしてしまう間違いに気づき、対応策を検討・実施
し問題解決を目指しました。
初日の不安に満ちた顔は、閉講式の際には自信に
満ち溢れており、リーダーシップを身につけるた
めの一助となったことと思います。ＲＩテーマの通
り、参加青少年に対し変化をもたらすことができた
のではないか、と考えております。
ＲＹＬＡセミナーに際しまして、参加青少年の推
薦にご協力いただきました鈴木会員、参加していた
だいた平野会員・福田会員・村上会員、そして実行
委員としてご協力いただいた吉野会員・黒岩会員・
岡野会員・佐々木会員、ありがとうございました。

三木造園土木㈱
大森一貴様

主に一般の家の外構や、
土木工事を中心にした工事を
担当しています。
ＲＣの会員みなさんには仕
事で大変お世話になっており
ます。心から感謝します。あ
りがとうございます。また、
ＲＹＬＡという貴重な研修を
させて頂いたことに君津ＲＣ
のみなさんに感謝します。ありがとうございます。
では、ＲＹＬＡ報告します。
自分は、ＲＹＬＡセミナーに一泊二日で参加しま
した。
自分は、歩行ラリーという競技に参加しました。
まず先に９チームあり、チームごとにペアを組んで
１組ずつスタートしていきコマ図をペアの人と見な
がらコミュニケーションをとりながら各チェックポ
イントを目指しタイムを競います。
スタート時刻＋90分以内にゴールしないとタイ
ムアウトになります。自分は、１日目はコマ図に苦
戦してしまい、結果自分の組はタイムアウトになっ
てしまいました。しかし組の成績はダメでしたが、
チーム成績は２位でした。
２日目は、とにかく時間内にゴールを目標にス
タートしました。１日目苦戦したコマ図も２日目は
スムーズに各チェックポイントにたどり着き目標の
時間内にゴールできました。２日目も結果は２位で
した。
この一泊二日で参加して、いろんな人とのコミュ
ニケーションがとれたし楽しくできたので自分に
とっていい経験なったと思います。
三木造園土木㈱
刈込優太様

入社後は国道127号の維持
工事スタッフとして半年、そ
して今月からは構内での緑化
作業のスタッフとして働いて
います。
ＲＣの会員みなさんには弊
社の鈴木壮一が大変お世話に
なております。
また、ＲＹＬＡという貴重
な研修をさせて頂いたことに君津ＲＣのみなさんに
感謝します。ありがとうございます。
では、ＲＹＬＡ報告します。
ＲＹＬＡセミナーとは、ロータリアンと青少年が
１泊２日の間に、寝食を共にし、共に行動して、知

恵とリーダーシップ、コミュニケーションスキルを
向上させるセミナーです。
この２日間で、僕は歩行ラリーというものを体験
しました。初めは歩行ラリーとはなんだか分から
なかったのですが、スタート位置から各場所にある
チェックポイントを通ってコマ図という地図を見な
がら男女１人ペアを作って行動しました。１日目は
コマ図を見ても何が何だかわからなくて道を間違っ
たりしたんですけども、５つチェックポイントがあ
るうちの１つ目までがなかなか悩んだんですけど、
なんとかコマ図に書いてある目標物をペアの人と探
し見つけて無事通過し、残りのチェックポイントは
余裕で通過でき、23組中３位になれたのでとても
よかったです。終わった後何がダメだったのか考え
て再び同じコースを歩き、ここに気付けばもっとタ
イムが縮んだかと思いました。
２日目には他のペアの人も１日目の反省点を見直
してやっていたので入賞はできずとても残念でし
た。
この２日間、学んだことは先入観にとらわれず細
かいところまで気にしながら目的を達成し、ペアの
人や外国から来た留学生の人たちや他の会社から来
た人たちとコミュニケーションが多くとれていたの
で大変貴重な２日間でした。またこのような研修が
あれば参加したいと思いました。
木信産業㈱
作業課作業係 坂部恭介様
今回初めてＲＹＬＡセミナーに参加しました。Ｒ
Ｃという名前は聞いたことがあるものの、何をし
ているクラブなのかもわからず少ない事前情報から
「ただ歩きに行くんだな」ということで、当初は気
持ちが乗りませんでした。ですが１泊２日の短い研
修でしたが内容が濃く、今となっては参加できてよ
かった。また参加してみたいという気持ちになりま
した。
今回参加したＲＹＬＡセミナーでは「歩行ラ
リー」を通じて若者はリーダーシップを身につけよ
う！という養成プログラムで、参加者がユニット・
チームに別れ研究し対策をたて、ペアでＧＯＡＬを
目指していくものでした。歩行ラリーの概要説明を
受け、チームで研究し対策をたて、第１回歩行ラ
リーに挑みましたが思い込みで行動しミスを重ね、
結果として29組中29位とＧＯＡＬも出来ずタイム
アウトとなり不甲斐ない結果に終わってしまいまし
た。第１回目の歩行ラリーでの体験に基づきチーム
で許し合い、人それぞれさまざまな角度から情報を
醗み取り共有したことで、自分だけではわからな
かった情報を知り、そこから仮説をたて対処法を考
えることが出来ました。その結果、第２回目の歩行

ラリーでは焦ることもなくミスも落ち着いて対処
し、全体でペア３位、向上率では１位、基準時間の
誤差１分という素晴らしい成果を上げることができ
ました。本気で１位を狙っていたので３位という悔
しい結果になってしまいましたが、チーム成績も３
位と非常に良い結果に終わることが出来ました。こ
の結果から人は「先入観」や「思い込み」が如何に
植え付けられているのかということ、そこからどう
すべきかを考えることができました。
まさに今回のＲＹＬＡセミナーの思惑にはまった
なと感じました。
この研修では思い込みをせず、些細なことにまで
目を向けること、情報を横展開し共有することの
大切さを実感しました。また普段の日常生活では出
会うことのない人たちと交流し情報交換することで
貴重な経験が出来ました。この研修で得た貴重な経
験を今後の仕事・プライベートに活かし、リーダー
シップのとれる人間へと成長できればなと思いま
す。
平野寛明会員

平成30年２月17日から18日
ＲＹＬＡセミナーに参加して
きました。
君津からは、３名の方と一
緒に行きました。車の中で
は、とても緊張して会場に向
かいました。ＲＹＬＡセミ
ナーが始まりますと、各地区
の青少年との交流が始まり、
緊張が解れたのか、積極的にコミニュケーションを
とり、笑顔が沢山見らました。青少年の方達の柔軟
性には感心いたしました。
ＲＹＬＡを通して、青少年の方達と過した時間
は、大変勉強になりました。来年も参加できればと
思います。
村上

進会員

この度、ライラに参加させ
て頂き若者との交流とチーム
プレイの面白さを体験しまし
た。
１日目はタイムアウトで
ゴール出来ませんでした。人
の意見をしっかり聞いて理解
すること、自分の意見につい
ても相手に分かり易く説明す
ることの大事さ。色んな意見が出て、チームでトラ
イ＆エラーを繰り返し、失敗しても人のせいにせ
ず、間違っていたことを皆で意見を出し合い正しい

方向へ検証し確信に変わり楽しく参加できました。
行く前は皆さんに楽しいよとか、少しキツいよと
か聞かされておりましたが社員以外の若者と触れ合
い、充実した１.５日でした。残りの０.５日は福田
さんが足を肉離れしたので先に帰った為、結果報告
と閉会式は参加出来ませんでした。
福田さんにはしっかりアイシングして足を冷やす
様にお伝えしたのとついでに頭も冷やす様にお伝え
したら奥さんが納得されていました。
次回、皆様も参加してみては如何でしょうか？
福田順也会員

皆様、こんにちは、福田水
道の福田です。
マイロータリーのホーム
ページでは、ＲＹＬＡとは？
若者のためのリーダーシッ
プ養成プログラムです。地域
社会の次世代のリーダーがつ
ながり、アイデアを広げ、行
動を起こすきっかけを生み出
すのが、『ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム』（Rotary Youth Leadership Award通称「ＲＹ
ＬＡ」）のイベントです。
イベントの目的は、
・家庭に問題を抱えた青少年を支援する。
・インターアクトやローターアクトのリーダーシッ
プ能力を高める。
・ロータリー学友と再びつながる。
・職業人のリーダーとなる人材を育てる。など多岐
にわたります。
と書いてありました。
今回わたしは、市原中央高校インターアクト部１
年生の女子とアルソック入社１年目の男子と３人
でチームを組みました。まさに、目的そのものでし
た。とても感銘を受けました。
イベントの詳細をお話しする事はできないのです
が、まだＲＹＬＡにご参加されていない方は、是非
一度参加して頂き、そして従業員の方々の参加をお
勧め致します。必ず、参加して良かった。と思いま
す。
最後に私事ですが、イベントの終盤に、右足ふく
らはぎの肉離れをしてしまい、途中で棄権となって
しまいました。
委員会の皆様、また当クラブから参加の皆様には
大変ご心配、ご迷惑をお掛けしました事を改めてお
詫び申し上げます。
そして、貴重な経験をさせていただいた事を感謝
申し上げます。
ありがとうございました。以上です。

次年度ＲＹＬＡセミナー
テーマ：「みんなのために進
んで役に立とう！」
日 時：2019年２月２日（土）
－３日（日）
場 所：南房総市 岩井海岸
甚五郎

黒岩靖之会員

ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
今回のパラリンピックで日本人初の
金メダルを含む５個のメダルを獲得
した村岡桃佳選手は４歳の時に横断
性脊髄炎で下半身麻痺になったそう
です。３月に21歳になったばかりの
彼女は５体満足の私にはとても想像
ができない苦労と血のにじむような
努力をされてきたのでしょう。パラ
リンピックを通じて、その他にもた
くさんの選手やご家族が苦労され、
必死に生きている姿を改めて知りま
した。私自身まだまだ努力が足りな
いことを思い知り、改めて今できる
ことを考える機会を頂きました。今
日こうして皆さんと共に、ロータ
リー活動ができることを幸せだと思
いますし、多少の焦りも覚えます。
これからも皆さんと共に目一杯活動
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！
荒井潤一郎
ＲＹＬＡの参加者の報告、ありがと
うございました。
黒岩 靖之
３月17日に第30回全国ＲＡ研修会
に参加してきました。参加するきっ
かけは２月25日に開催された2790
地区大会の時に下館ＲＣの会員と知
り合いになった関係です。全国から
約600名のＲＡが参加され、ロータ
リーの地区大会と同じく各地区別に
紹介されましたが皆さん元気いっぱ
いアピールをされていました。研修
内容は５つのプログラム（①自然－
彩街－②歴史－再開－③文化－際会
－④食－菜海－⑤伝統－財会－）に
分かれた内容でした。私は歴史に参
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加しましたが茨城の歴史とＪＡＸＡ
の講師から「夢のある未来を学ぶ」
講演を頂き非常に良かったです。
この研修会を準備するために約４年
かかったそうです。改めて若者の若
さと横のつながりの強さを感じてき
ました。また、ＲＡ全国33の地区
がありますが、2790地区は全国で
３番目に会員数が少ない地区ですの
でちょっと残念です。このような素
晴らしい研修会を千葉県で開催する
ためにも会員増強が緊急の課題です
ね。来年は４月28－29日に福岡で
開催されます。
先月、倫理法人会に入会しました。
ＲＣを始め、木更津法人会、君津商
工会、君津観光協会、かずさマジッ
クゴールド会員と、色々活動してい
ます。残りは、とうとうライオンズ
クラブとなりました‼
業務多忙により例会に出れず残念で
したが、今月は久しぶりに皆様のお
顔を拝見でき、とてもハッピーです。
お彼岸となり、春めいてまいりまし
た。桜の花もほころび始め、心うき
立つ感があります。世情は難事がひ
しめいていますが、一時心を春の気
配に遊ばせ、リラックス、体と心を
ほぐしましょう。
前回はがれた講台のエンブレムを
持って帰って修復してきました。ピ
カピカにして、取り外し式にしま
した。（４時間かかりました。）
(T_T)
花粉症がきついですね。何かいい治
し方がありましたらお教え下さい。
ＲＹＬＡ参加のみなさま、大変おつ
かれ様でした。
本年は桜の開花が東京で３月17日と
平年より９日早く、満開予想も３月
24日と平年より10日早いとのこと
です。弊社の入社式が北九州本社に
て４月２日に開催予定ですが、北九
州は東京より１週間遅い予想で、ほ
ぼよいタイミングで、桜の美しい下
で記念撮影ができそうです。
桜の開花ももうすぐですね。気候も良
くなり、ロータリー活動頑張ります。
24日の合同例会、仕事で出席できま
せん。申し訳ありません。
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釼持 純一

ＲＹＬＡの報告をされた皆様、あり
がとうございました。
桜の開花が告げられ、春本番。見頃
が楽しみです。
先日、メーカーのショールームに
行ってきました。ビル丸ごとその
メーカーの物で、中にミュージアム
まであり驚きました。さまざまな商
品を一日で見れる事はもちろん、説
明を聞きながら想像する事が出来ま
した。これをいかに当社にも活かせ
るようにするかを考えられて良かっ
たです。
例年より早い、桜の開花宣言が出まし
た。今週24日甲府東ＲＣの屋形船で
の合同例会までに、出来るだけ沢山
咲いてくれたら良いな～と思います。
明日、明後日とかなり冷えこむ様で
す。寒暖の差が大きくこたえます。
かずさマジックの球場開きも終わ
り、いよいよ野球のシーズンとなり
ました。皆さんで応援し、ドームに
行きましょう。
皆さん、こんにちは。昨日は体力
作りで君津常代の自宅から木更津イ
オンモールまでウオーキングしまし
た。１時間40分楽しかった。１週間
頑張ります。
いよいよ桜開花宣言ですね。花粉症
の方は、辛い季節で申し訳ないです
が、今年も花見酒を楽しみます。
このところ寒暖の差が激しい状況に
ありますが、体調不良になりがちで
すので気を付けましょう。３月は飲
酒の機会が多いのですが、少々控え
目を心掛けたいものです。
皆様こんにちは‼三木造園の大森
様、刈込様ＲＹＬＡの参加ありがと
うございました。報告もありがとう
ございました。
本日は、長男の出産祝いありがとう
ございました。また、席替え抽選も大
当たりいただきました。前回に続き、
“早出席は三文の徳”のようです。

