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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。
５月12日は『クリミアの天使』と呼ばれたナイ
チンゲールの誕生日でした。
1820年英国の裕福な貴族層の家庭に生まれた彼
女は幼少期に、様々な高等教育を受けました。しか
し貧しい農民の悲惨な生活を見て、人に奉仕する仕
事に就きたいと考えるようになりました。
1851年に看護師を志してロンドンの病院に就
職。婦人病院長となったナイチンゲールは各地の病
院の状況を調べ、専門的教育を施した看護師の必要
性を訴えました。当時、看護師は、病人の世話をす
る単なる召使として見られていました。
1854年にクリミア戦争が勃発。ナイチンゲール
はシスター、職業看護師の女性を率いて戦地へ向か
いました。後方基地にある負傷兵の扱いが悲惨な
状況にあった病院へ赴任し、看護師の総責任者とし
て活躍しました。その働きぶりから「クリミアの天
使」、夜回りを欠かさなかったため「ランプの貴婦
人」と呼ばれました。
ナイチンゲールの尽力により、病院内を衛生的に
保つことが命令され、42％まで跳ね上がっていた
兵舎病院での死亡率は５％まで低下しました。陸
軍・政府関係者も彼女の超人的な仕事ぶりと、誰に
でも直言を厭わない姿勢に敬意を示しました。
彼女の残した言葉を少しご紹介します。『愛と
いうのは、その人の過ちや自分との意見の対立を
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許してあげられることです』『最も上手に人をおさ
めるのは、自分の責任下にある人々を愚かに甘やか
すのではなく、その人のためになること、その人に
とって最高の利益になることを親身になって考える
ことです』『価値ある事業は、ささやかな人知れぬ
出発、地道な労苦、向上を目指す無言の地道な苦闘
といった風土の中で、真に発展し開花するのです』
『どんな仕事をするにせよ、実際に学ぶ事ができる
のは、現場においてのみである』
彼女には戦争を止める力はありませんでした。し
かし、彼女の揺るぎない看護の姿勢と覚悟、その働
きにより多くの命が救われました。私たちの強い意
志と行動により人々が幸せに暮らせる世界を実現で
きると確信しています。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
１．５月７日（月）に第11回理事会（新・現合同
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
②新入会員の今年度、委員会所属について ＊承認
内山雅博会員：親睦委員会
＊次年度委員会も同じ委員会に所属する
③６月４日の夜間例会について ＊承認
場 所：旅館かわな
時 間：18時～
会 費：7,000円
＊現・新合同理事会は17時30分～（場所：旅
館かわな）
④君津駅北口花壇の花植えについて ＊承認
プラン・お花見積もりについて承認
次回理事会にて、お茶代を含め会計報告する
⑤君津高・周西中・大和田小・坂田小の「全校道
徳」協力について ＊承認
他の行事に対する協力金と同等の１万円を協賛
する
⑥秋元会員、旭日小綬章について ＊承認
クラブより記念品として楯を贈呈する（６月４
日の夜間例会にて）
⑦平成30年度君津市国際交流協会後援及び会費
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について ＊承認
例年通り後援し、会費１万円を納入する
⑧君津市福祉チャリティーゴルフ大会後援について
＊承認
例年通り後援し、委員は荒井幹事を推薦
⑨次年度枝豆収穫祭について ＊⑵、⑶承認
⑴開催日程をいつにするか？
＊各地域の行事と重ならない日程で、永嶌次
期会長の予定を考慮し再調整
＊次回の理事会にて日程を決定する
⑵ロータリーデーとして開催
＊ポリオ撲滅運動として冊子を配布し広報する
＊社会奉仕委員会・公共イメージ向上委員
会・国際奉仕委員会にて実施
⑶区画・募集要項について（今年度１区画5,000
円に値上がり：20区画で85,000円）
＜昨年＞＊参加者は、会員・会員家族、被災
地から避難されて来た方、一般応募された方
（小学生とその父母もしくは祖父母）
＊会費は、一般応募の方：大人１人500円（小
学生以下無料）＊承認
⑩その他
＊次回理事会は、現・新合同理事会
開 催：６月４日 夜間例会前17時30分～
場 所：旅館かわな
＊国際奉仕委員会のスリランカプロジェクトに
ついて
次年度も継続し活動することを検討したい
＊次年度親睦委員長もオブザーバーでの理事会
出席をお願いしたい
細則を変更する必要あり
幹

事

報

告

荒井潤一郎幹事
１．５月15日（火）東京愛宕ＲＣ創立５周年記念
式典が開催されます。
場 所：東京アメリカンクラブNew York
Ballroom（地下２階）
登 録：17時30分～
参加者：隈元会長・鈴木会員・岡野会員・
福田会員
宜しくお願いします。
２．５月18日（金）第４分区親睦ゴルフ大会が開
催されます。
場 所：木更津ゴルフ
受 付：７時30分～（スタート8時10分）
参加者：黒岩会員・藤平会員
宜しくお願いします。
３．５月19日（土）千葉県君津特別支援学校の運
動会が開催されます。

時 間：９時40分～
参加者：岡野副幹事
宜しくお願いします。
４．同じく５月18日（土）～19日（日）に第21回
君津ＲＣ杯少年野球大会が開催されます。19日
（日）の表彰式に、早見副会長、岡野幹事、青少
年奉仕委員会より内藤委員が出席されます。宜し
くお願いします。
小糸スポーツ広場集合：12時
表彰式時間
：15時頃
＊なお表彰式ですので、ロータリーロゴ入り帽
子、ジャケットを着用して下さい。
５．同じく５月19日（土）木更津東ＲＣ創立50周
年記念式典が開催されます。
場 所：アカデミアホール＆
オークラアカデミアパークホテル
登 録：13時～
参加者：隈元会長・荒井幹事・秋元パスト
ガバナー・三浦会員・吉野会員・
黒岩会員・鈴木会員・内山会員・
時下会員・武田会員・福田会員・
近藤会員・中野会員・谷会員・
佐々木会員（以上15名）
宜しくお願いします。
６．５月21日（月）ＲＬＩ卒後コースが開催され
ます。
場 所：千葉市民会館 ３階特別会議室
登 録：11時30分～
参加者：内山会員・岡野会員・武田会員・福
田会員・佐々木会員
宜しくお願いします。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．フェアウェルパーティの案内
４．マンガ米山梅吉ものがたり購読の案内
５．駅前花壇の花植え準備作業（花抜き）及び花植
え作業についての出欠の案内
６．６月４日の夜間例会の出欠の案内
〈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．君津ＲＣ役員・理事・委員会構成表
（2018-2019年度）

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会
駅前花壇の花植えについて

小川哲也委員長
当日は以下の通り行います。よろしくお願いします。
（記）

１．対象
君津市立周西中学校３年生（生徒71名、先生７名）
＜学校側の総括は岸先生（３学年の学年主任）＞
２．実施日
2018年５月28日（月）
＜前週の５月21日の例会後に花抜きをします。
ご協力をお願いします。＞
３．スケジュール（５月28日）
①12時30分～ 事前準備
【社会奉仕委員全員で準備】
・花を植える場所へセッティング
・ロータリーのぼり旗設置
・散水ホース準備
＜これ以降中学生参加（13時に学校を出発）＞
②13時10分～13時40分
周西中学校３年生順次到着
（自転車駐輪場所（10台程度）：旧パチンコ
LIBERTY横の噴水前）
③13時40分～13時50分 始めの会
＜司会は中学生の代表が行います＞
・隈元会長挨拶
・作業要領説明（小川社会奉仕委員会）
④13時50分～14時40分 花植え作業
＜クラスの分担は別紙＞
・生徒さん主体で
・ロータリアンは補助＋安全監視
⑤14時40分～14時45分 作業完了確認後に記念写
真撮影
⑥14時45分～15時 終わりの会
＜司会は中学生の代表が行います＞
・小川社会奉仕委員長挨拶
・中学生代表者からお礼の言葉
・閉会
⑦15時 解散
・お茶を配布します（１本／人）
４．その他
天候不順の場合には、当日の朝に実施可否を岸先
生と相談して決めます。予備日の設定は無いの
で、当日実施不可の場合は後日ロータリアンだけ
で花植えを実施します。

ロータリー財団委員会
寄付についての報告

内藤智介委員長
皆さんこんにちは。
ロータリー財団には多額の寄付をした方にポール
ハリスフェローの称号が贈られるのですが、本日、
坂本会員よりポールハリスフェローに認められる認
承額以上の寄付を頂きました事を皆様にご報告しま
す。
坂本会員のお陰で活動計画の当初の目標を達成で
きました。ロータリー財団委員長としてお礼を申し
上げます。
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」５月号紹介

小幡 倖委員
縦組み４Ｐの「夢を現実にする」。つくば市職員
塚本健二さんの南極越冬隊員の実体験記事ですが、
南極越冬隊員は、その道の専門家だと思っていまし
たが、記事により認識が変わりました。塚本さん
は、未知の世界に飛び込んだ経験が現在の業務に役
立っているとのこと。
「皆に伝えたいこと」として、職業のプロとして
当然な事でも、何事にも愚直に自己の業務・職業に
任（あたる）と新たなステージへのチャンスが到来
した時、さらなるステップアップができる。小中学
校での「出前授業」を通して経験を発信することで
喜びを感じているとのこと。チャンスをどう捉える
か。とにかく、何かに巡り合ったきっかけをチャン
スだと思って、貪欲につかみ取ることを忘れないで
ほしい。そして、つかんだチャンスは自分だけのも
のにせず、どのようにして周囲にフィードバックで
きるのか、というところまで考えて、行動してほし
い。物事を俯瞰的に考えること、そして何事もあき
らめない心。これは大事なことです。との教訓をい
ただきました。
ロータリー活動の中で、「職業奉仕」「社会奉
仕」は、各々のプロ意識が、新たな分野でのプロ化
を醸成するのではないでしょうか。
21Ｐの「卓話の泉」の「在宅医療」の記事は、
自身の今後の生き方を考える中で、大変参考になる
ものでした。出来得れば、「あるがまま」自然に対
応することも選択肢かなーと感じました。
最後に、横組み３Ｐ、ＲＩ会長メッセージ。
ロータリー組織の「多様性」が逆に「難題」とし
てとらえられるケースが多々ある。ロータリー組織
のidentity、組織の中での目標に向かって協調する
ことで、自分の立ち位置について示唆あるメッセー
ジでした。
以上のほかに多くの参考記事が掲載されていま

す。熟読をお願い致します。
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永嶌嘉嗣会長エレクト

ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
川口様、本日はご来訪ありがとうご
ざいました。これを機会にロータリ
アンとしての友情を深めていければ
幸いです。
本日のナイチンゲールに関する挨拶
は、君津木更津医師会の会長である
永嶌会長エレクトの為に取っておく
べきだったかなと少し反省していま
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
かずさマジック残念です。総会以
来、まったくいいところなし！早く
歯車を噛み合わせてほしいもので
す。
永嶌 嘉嗣
昨日は医師会のゴルフコンペでし
た。久しぶりに少しお酒を飲みまし
た。楽しかったです。
川口 京子様 本日は念願かなってメイクアップに
（八日市場ＲＣ） 来る事が出来ました。ありがとうご
ざいます。
次年度ライラ委員長黒岩さん頑張っ
て下さい。
松井泰次郎
気温が少しずつ上がって行きますが
熱中症にならぬ様注意して行きま
しょう。
髙橋 雄一
昨日、次年度の委員会をいたしまし
た。期待と不安でいっぱいです。来
年度もガンバリます。
岡野
祐
本日も次年度タイムありがとうござ
いました。いよいよ永嶌年度も近く
なりました。皆様、よろしくお願い
致します。
上妻 敬子
誕生日祝いありがとうございます。
毎年、歳に見合った自分になれてい
るのか自問自答ですが、明るく元気
にまた１年過ごせるようにがんばり
ます。
大森 俊介
日曜日に潮干狩りに家族で行ってき
ましたが、ももの裏が筋肉痛です。
階段の昇り降りがつらいです。
福田 順也
次年度Ｓ.Ａ.Ａ.がんばります。

貴

最近、日々の気温差が激しいので体
調に注意していきたいと思います。
本日、誕生日の品を頂きました。あ
りがとうございます。今後もロータ
リー活動頑張ります。
格好いい帽子ありがとうございまし
た！ゴルフには決して使いません！
11日の金曜の夜、社内の若手との懇
親会の後、岡野さんの顔を見なけれ
ば、と後ろ髪を引かれつつも、「家
に帰らねば…」という不思議な信念
に引かれ帰宅。風呂上がりに何気な
く日ハムの試合をつけたところ、絶
対絶命のピンチで当社出身、玉井登
板。その後打者５人を始末。おまけ
に勝利投手にも…。何気ない信念に
は従うべきと思いました。
かずさマジック早めの大阪ドーム出
場を決められず残念でありました。
都市対抗南関東大会をスッキリと勝
ち抜いて、まずは東京ドーム出場に
期待します。
昨日会社で潮干狩をしました。朝
寒くて心配しましたが、100人位集
まってくれました。幸い海水はそれ
ほど冷たくなかったのですが、腰が
１時間もちませんでした。みなさん
喜んでくれてよかったです。
先週から一転して今週は暑くなるそ
うです。熱中症に気を付けましょ
う。
次週の花抜き頑張ります。
川口さんようこそ君津へ。楽しんで
いって下さい。
マレーシアの政権交代が報道されて
いましたが92歳のマハティール氏が
15年ぶりに首相として再登板すると
のこと。まさに驚きです。今年、還
暦を迎えましたが、まだまだ若いと
いうことを実感させてくれるニュー
スでした。
八日市場ＲＣ川口京子さん、君津Ｒ
Ｃへご来訪ありがとうございます。
ごゆっくり寛ぎ下さい。新年度、貴
クラブへ遊びに行きますのでよろし
くお願いします。
私の記念日ありがとうございまし
た。
このところ気候の変化に体を順応さ
せるのに苦労しています。今日のよ
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うな陽気だと、そろそろ熱中症対策
のドリンクと塩分補給用の塩飴の必
要性を感じます。
川口様、本日は来訪ありがとうござ
います。次年度の役員・理事委員会
構成表をいただき、いよいよ次年度
が近づいてきましたが、残されたあ
と少しも皆さん頑張りましょう！
先週木曜から昨日迄、九州に行って
来ました。福岡～熊本～大分の３都
泊でしたが、特に大分は30年近く前
に勤めていた時と比べ随分すっきり
した良い街になっていました。君津
も地元の良いところを生かせれば良
いですね。
小学２年生殺害事件の容疑者事情聴
取のニュースを見ながら来ました。
被害者のご冥福をお祈りすると共に
子どもや親が安心できる社会の実現
を願います。
あたたかくなりました。頑張って仕
事をします。
先日の男子ゴルフ50歳谷口すごかっ
たですね。感動しました。テレビ中
継で知人が映っていました。隣にい
た女性は奥様だったのでしょうか？
川口様、本日は来訪頂きありがとう
ございました。
席替え賞いただきました。富士子
ちゃんありがとう♡
皆様こんにちは‼川口様、ようこそ
君津ロータリーへ。今日は暑いです
ね。熱中症に気を付けます。
川口様、君津ＲＣにようこそお越
し下さりました。君津ＲＣはダン
ディーな人達ばかりでしょ‼女性も
淑女ぞろいです。色々な団体で５月
は総会が多く開催されます。総会の
後、懇親会という飲み会がありま
す。私はウーロン茶を飲んでいても
酔っていると思われているみたいで
す。私も淑女なのにね‼淑女の意味
まちがってませんよね‼

