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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。
本日は君津市立周西中学校の入学式に参列させて
頂きました。
緊張感の中にも、３月まで小学生だったこともあ
り、まだまだ子供らしさが随分と残っていて微笑ま
しかったです。
周西中学校へは大和田小学校と坂田小学校の２校
から進学してきます。
新たな出会いの中、楽しく、強く、達しく成長し
てもらいたいと思いました。
私も実は小学校６年生の１学期まで坂田小に在籍
していました。
今思うと、とても手のかかる子供だったと思いま
す。
最初に母親が学校に呼び出されたのは、小学校２
年生の時でした。
この時もそうだったのですが、母親は何度呼び出
されても先生に謝ったあと二人になると、九州弁で
『あんた～だめやないね～』と微笑んでくれまし
た。
やんちゃだった私は、ここでは言えない程の様々
な問題を起こし、坂田小を転校する頃には担任の先
生に毎日のように空いた教室に呼び出され、何か格
闘技をやっていたのか黒帯を鞭のように使って叩か
れました。
最後は『お前が引っ越ししてくれて良かった』と
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まで言われました。元はと言えば、私が悪いのです
が、今では考えられない暴力だったと思います。
その後、親が家を建てた関係で清和へ引っ越し、
秋元小へ転向しました。
田舎ならではの、のんびりした環境の中、北海道
出身の大口先生に出会い本当に良くしていただきま
した。また清和中学校で出会った先生や仲間とは、
今でも交流があります。また中学の修学旅行で行っ
た京都大徳寺の沢庵和尚の「悟るとは人と人との差
を取ることだよ。誰とでも同じように接することが
できたらその時が悟りの境地だよ」と『悟りの話』
を聞かせて頂きました。これは今でも自分の生き方
の原点になっています。
ちなみに母親は10年前に無くなりましたが、人
に差を付けない生き方をしていたような気がしま
す。今は一週間か二週間に一度好きだった薔薇と百
合をもって墓参りに行っています。
人生は出会う人によって大きく変わっていくもの
だと思います。
私達の行動や姿勢が、子供たちの将来に大きく影
響していくことを本日改めて実感しました。
本日も皆様と共にロータリー活動ができることに
感謝いたします。
報
告
１．先週４月２日に第10回理事会が開催されまし
たのでご報告を致します。
①会計報告＜報告＞ ＊承認
異議なし
②退会会員及び新入会員について ＊承認
＜退会会員＞
新井正一会員
＜新入会員＞
新井正一会員後任 内山雅博様（千葉銀行君
津支店長）48歳 推薦者：坂井会員
③次年度誕生日の品について ＊承認
今治タオル３枚セット（次年度親睦委員長より
提案・2,430円／10％割引税込特別価格）
④直前会長・直前副会長バッジについて ＊承認
直前会長については、例年通りバッジを贈る
直前副会長については、バッジもしくは万年筆
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を贈る→今年度はバッジ希望
⑤2018－2019年度ＲＩ理事指名委員会指名委員
承認（郵便投票）について ＊承認
異議なし（別紙資料参照）
⑥駅前花壇の花植え実施日について ＊承認
別紙資料参照…異議なし 学校側とスケジュー
ル調整し実施日決定次第報告する
⑦新・現合同理事会について ＊承認
５月７日
（月）
例会前 11時30分～ ホテル千成
６月４日
（月）
例会前 17時30分～ 旅館かわな
２．本日、４月９日（月）周西中学校の入学式が開
催されました。当クラブからは、私（隈元会長）
が出席しました。
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荒井潤一郎幹事
１．４月14日（土）にＲＬＩ研究会（partⅢ）が開
催されます。
場 所：千葉県市民会館
時 間：開会10時10分～閉会18時10分
当クラブからは、内山会員・岡野会員・武田会
員・福田会員・佐々木会員が出席します。
２．同じく４月14日（土）に国際ロータリー第
2790地区ローターアクト年次大会が開催されま
す。
場 所：ポートホテルプラザ千葉
時 間：登録受付12時～ 点鐘13時
当クラブからは、黒岩会員が出席します。
３．４月18日（水）に東京神宮ＲＣ主催の明治神
宮清掃奉仕が行われます。
場 所：明治神宮
時 間：10時50分集合、11時～清掃奉仕、
12時～13時昼食例会
参加希望で、まだ申し込まれていない方は、本
日中に事務局までご連絡下さい。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．第４分区親睦ゴルフ大会の案内
４．木更津東ＲＣ創立50周年記念式典の案内（登
録料を事務局まで）
５．スリランカクラブの案内
６．第12回戦国の里・三舟山＆郡ダムお花見
ウォーク、実行委員会よりお礼状
７．明治神宮清掃奉仕の案内（本日申込締切）
８．米山梅吉記念館より賛助会の入会案内及び春季
例祭の参加案内
９．the rotarian（英語版）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友（４月号）
３．ガバナー月信（４月号）
４．かずさマジック会員証・クリアファイル
委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」４月号の紹介
前田 亮副委員長
４月号には特集記事が２つ掲載されています。１
つは～ポリオ撲滅まであと少し～という記事です。
ポリオを簡単に説明すると、日本では小児麻痺。
1960年の日本では、ポリオ患者は約５千人を超え
ていたそうですが、ポリオワクチンの導入により流
行はおさまり、1980年の１例を最後に新たな患者
は出ていません。しかし海外では、依然として流行
している地区があります。パキスタン・アフガニス
タン・インドなどの南西アジア、そしてアフリカ諸
国です。そもそもその感染の原因は、ポリオウィル
スが人の口の中に入って腸の中で増え、増えたポリ
オウィルスは再び便の中に排泄され、この便を介し
て他の人に感染します。特にスラム街などトイレも
無く、糞尿垂れ流しの衛生環境においては、感染す
る確率が特に高まっていきます。その撲滅に向けて
の奮闘記事です。また、この記事に寄稿された方
が、「弘前アップルＲＣの関場さん」という方で、
実は私の実家も青森県の弘前市で、同郷ということ
もあり目に留まりました。
２つ目はメークアップのすすめです。メークアッ
プに来た人を受け入れる立場のクラブと海外のクラ
ブで、メークアップした人の声を紹介した内容が記
載されています。
次に目についた記事も２つ。
１つは熊本震災から２年が経ち、その被災地の奉
仕活動が寄せられている記事です。
２つ目は「ダウン症の娘と共に生きて」という記
事で、ダウン症の書家「金澤翔子」がＮＨＫ大河ド
ラマ「平清盛」のタイトル揮毫者の母子生活につい
て記載された内容です。こちらも是非お読みになっ
てみてはと思います。
ロータリーの友4月号の紹介でした。
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「犬が教えてくれた大切なこと」
上妻敬子会員
株式会社アガツマの上妻敬子です。
会員卓話の話を頂き、何を話したら良いか悩んで
しまいましたので、大好きな犬の話をしたいと思い
ます。

私の家は父が動物を好きと
いうより好かれる人で、生ま
れた時から沢山の動物に囲ま
れて育ちました。うさぎ、ハ
ムスター、モルモット、アヒ
ル、ニワトリ、シャモ、チャ
ボ、烏骨鶏、犬は雑種、シェ
パード、ラブラドールレトリ
バーと動物がいなかったこと
はありません。
今のうちの家族です。チワワ×トイプードルの
ミックスのBoss ７才、チワワ×カニヘンダックス
フントのミックスのPetty ９才。二匹の子供はお嫁
に行きました。それから二年前に出会った保護猫
が二匹います。二年前の夏に犬の散歩中にヨロヨロ
と前を歩いている猫が振り返ったので、「うちに来
る？」と言ったらヨロヨロしながらついてきて、次
の日もついて来たので寝床をつくってあげてそのま
ま居ついてます。
その中でも付き合いの長い犬についてお話しま
す。犬の寿命は20年弱。犬の１年は人間の４年に
相当すると言われ、犬は１才で人間の18才の年齢
に達します。獣医学や適切な食事の研究が進んだこ
とにより、犬の寿命は次第に延びていますが、それ
でも人間のせいぜい５分の１程度です。成長が早い
分老化も早く、人間から見れば犬の一生はあっとい
う間でしょう。
どんな家庭で飼われていても犬たちは一様に私達
に家族の大切さと生きることを楽しむ気持ちを教え
てくれているのだと思います。家族で喧嘩になると
仲裁に入り、体調が悪い家族にはぴたっと寄り添い
離れません。一緒に散歩に出ると季節教えてくれま
す。
犬と過ごす日々はなぜこれほど私たちの人生に深
い影響を与えるのでしょうか。それはただ「犬がか
わいいから」「犬の行動が面白いから」というだけ
ではなく、時間がたてばたつほど「犬の愛情の大き
さに気づかされるから」だと思います。
この犬の無償の愛情を簡単に捨てる人がいます。
年を取って手がかかるから。子犬を身ごもったか
ら。大きくなりすぎた。噛み癖がある。犬が言うこ
とを聞かない。他の犬を飼ってみたい。旅行に行け
ないから。犬の病院代がもったいないから。もうす
ぐ人間の赤ちゃんが生まれるから。物を壊すから。
かわいくないから…と。
ここで１冊の絵本の朗読をしたいと思います。手
作り冊子から電子書籍になりSNSで広まった絵本
ですので知っている方もいると思います。
「殺処分」

毎年、犬30,000頭。猫100,000頭。
人に捨てられ人の手によって失われていく小さな
命の数です。どんなに言葉を選んだとしても、この
ことを矛盾無しで語る事は本当に難しと思います。
しかし、不自然な命の扱い方だと感じている人は
きっと沢山いると思います。自分のものだと勘違い
してしまう預かっている命を、いつか空へと還す日
が来るまで大切に大切にしていかなければいけない
と思います。いつかこの国から殺処分がなくなる事
を願って、今自分に出来ることを行い、20年後の
私の夢である動物の家が作れるようにしたいと思い
ます。
拙い話ではありましたが長時間のご清聴本当にあ
りがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
昨日は平成５年４月８日にカンボジ
アで平和活動中に殉職した中田厚仁
さんの命日でした。素晴らしい志を
持った青年でした。
これからも一生懸命、地域貢献と世
界平和活動を行っていきたいと思い
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
かずさマジックの年会費の納付時期
になりました。シルバーからゴール
ドに変更して頂ける企業様、大歓迎
です。よろしくお願い致します。
小幡
倖
記念日のお花ありがとうございまし
た。お陰様で41回目を迎えることが
できました。カウントダウンに入っ
ていますが、精進して参ります。
時下 俊一
誕生日プレゼントありがとうござい
ます。来週、またひとつ年を取りま
す。気がつけば、この前赤いちゃん
ちゃんこを着たばかりの様な気がし
ましたが、段々60代初めから半ばに
近づいて来ました。
内山貴美子
桜の花も終り、今日から入学式で学
校が始まる所も多いと思います。新
しい気持ちでロータリー活動頑張り
ましょう！
前田
亮
ごぶさたしております。ズルではご
ざいません。しっかりスケジュール
が重なっていただけです。新年度に
入り気合いを入れている最中の前田
でした。
釼持 純一
千葉ブロック800キロ鳩レース参加
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の鳩６千羽が３台のトラックに乗っ
て木曜日から北海道、長万部町で津
軽海峡の天候回復を待っています。
明日は予報では晴天との事。全鳩無
事帰還する事を願っています。
新年度が始まり、人事異動や新入社
員の配属があり、社内もバタバタし
ておりますが、新たな気持ちでまた
頑張っていきたいと思います。
上妻会員、卓話有難う御座いまし
た。ロータリー活動がんばります。
100年バンド慰問演奏会の報告
４月７日、セントケア君津に今年初
めての慰問演奏に、行ってまいりま
した。当日10時に集合しフラダンス
の中村先生と演奏と踊り合わせを行
い、14時から演奏会始まりました。
今回【世界の国からこんにちは】の
曲では、入所者の方々とこんにちは
の所を掛け合いに歌い大盛り上がり
でした。また中村先生の曾孫さん２
人と小学生のお友達で踊ってくれ、
また伊與田さんの息子さんのはじめ
ちゃん３歳もマイクを持って協力し
てくれました。セントケア君津の働
いている方も恋するフォーチュン
クッキーの曲で踊ってくれ、更に盛
り上がりました。少し曲数も多かっ
たけれど、楽しい時間が過ごせる事
が出来ました。参加者は、河合、藤
冨、高原、四方、奥村、黒岩、伊與
田、伊與田さんの子供はじめちゃ
ん、吉野で参加してきました。
上妻会員しめっぽい卓話をどうもあ
りがとうございました。
上妻さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。
現在、４月15日までの期間で春の全
国交通安全運動中です。学校も新学
期スタートの時期ですので、交通安
全に努めます。
皆様こんにちは。上妻さん卓話あり
がとうございました。
本日、息子の入学式で、正装です。
周西中学校に入学しました。皆様に
もお世話になることと思います。
「カンタロウ」といいます。よろし
くお願いします。
本当に風が強いですね。
土曜日にメーカーの勉強会に行って
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来ました。大手には卸さないメー
カーで、更に商品は、安全性が高
く、素手でも触れる、ハクリ剤や
コーティング剤、安心でき、効果の
高い光触媒等、高性能なのに低価格
でお使いいただけるので、お客様に
も大変喜んで頂ける物を取り扱える
ようになりました。
いよいよ季節も良くなってきまし
た。ロータリー活動頑張ります。
４月から新年度を迎えて、人事異
動、新入社員等の対応でドタバタ状
態が続いています。健康に気をつけ
て乗り切りたいものです。
先週４月６日（金）大分から夕方羽
田に着きました。すると、強風でア
クアライン通行止め。東京駅からＪ
Ｒも遅延・停止。まいりました。ア
クアラインが全線トンネルだったら
…。橋にしたのは誰？？なんでしょ
うね。
上妻会員、卓話ありがとうございま
す。先日、子供達の春休みの思い出
にと、鴨川シーワールドに行って来
ました。シャチの水攻撃に見事には
まり、家族全員全身びしょ濡れにな
り良い思い出になりました。
元気な新人が入ってきました。この
まま元気に育って欲しいなぁ。
この週末は末娘の結婚式で福岡に
行って来ました。４月７日（土）歴
史ある宗像大社の本殿前、みぞれ混
じりの冷たい風が吹き抜ける中、１
時間の結婚式で、途中から震えが止
まらず、厳しい修行でした。その後
の披露宴でのお酒は最高でした。
桜が終ってしまいましたね。でも、
昨日熱海の起雲閣のお庭で緑色の桜
を見てきました。地元の方に教えて
いただかなければ解らないくらい葉
と同化していました。桜の種類の多
さにおどろきますが、桜から癒しを
もらいました。
本日は、つたない卓話にお付き合い
頂き、ありがとうございました。
４月だとういうのに、今年も新卒ゼ
ロ人で今年は、求人にもっと力を入
れてがんばっていきます。

