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会長挨拶及び報告

隈元雅博会長
皆さんこんにちは。
去年のノーベル平和賞受賞式でスピーチを行っ
た、カナダ在住の被爆者、サーロー節子さんが５月
12日にアメリカの母校で演説し、「核兵器で脅さ
れる異常な状態を許してはならない」と述べて、核
廃絶の重要性を若い世代に訴えました。
13歳のとき広島で被爆したサーロー節子さん
は、1954年にアメリカ・バージニア州にあるリン
チバーグ大学に留学した際に核兵器がもたらす被害
の実態を伝える必要を感じたことをきっかけに、そ
の体験を世界各地で語ってきました。
サーローさんは、広島への原爆投下で自身は助
かったものの多くの人が亡くなったとしたうえで、
甚大な被害をもたらす核兵器が世界には１万5000
発も残されているとして、「核兵器で人類が脅され
る異常な状態を許してはならない」と核廃絶の重要
性を若い世代に訴えています。
サーローさんは「いつか話を思い出して、核兵器
の問題を考えるきっかけになればと思います」と話
しています。
私たちのロータリー活動も、目に見える直接的な
ボランティアと長期的な活動による、世界のリー
ダーになっていく人々への平和と社会貢献の意識改
革があると思っています。
私たちの行動により今困っている人への支援と、
将来すべての人々が幸せに暮らせる世界を実現でき
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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。
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１．５月14日（火）東京愛宕ＲＣの創立５周年記
念式典が東京アメリカンクラブにて開催されまし
た。当クラブからは、荒井幹事、鈴木会員、岡野
会員、福田会員、私（隈元会長）が出席してまい
りました。お疲れ様でした。
２．５月18日（金）第４分区親睦ゴルフ大会が木
更津ゴルフで開催されました。当クラブからは、
黒岩会員、藤平会員が参加され、藤平会員が優勝
しました。おめでとうございます。
３．５月20日（日）君津特別支援学校の運動会が
開催されました。出席された岡野副幹事、お疲れ
様でした。
４．５月19日（土）第21回ＲＣ杯少年野球大会の
表彰式が行われました。出席された早見副会長、
岡野副幹事、青少年奉仕委員会の内藤会員、お疲
れ様でした。
試合結果：優 勝 子安クラブスポーツ少年団
準優勝 八重原ベアーズ
５．同じく５月19日（土）木更津東ＲＣの創立50
周年記念式典がアカデミアホール及びオークラア
カデミアパークホテルにて開催されました。当ク
ラブからは、荒井幹事、秋元パストガバナー、私
（隈元会長）をはじめ15名が出席致しました。
お疲れ様でした。
幹
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荒井潤一郎幹事

１．例会変更についてのお知らせ
＜袖ケ浦ＲＣ＞
日 時：６月17日（日）
＊６月18日（月）の例会は休会となります。
内 容：家族親睦例会／移動例会
簀立て（すだて）
場 所：牛込海岸
２．次週５月28日（月）の例会終了後は、君津駅
前花壇の花植えです。ご都合のつく方は、ご協力
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お願いします。本日、再度お手伝い募集の案内を
回覧致しますのでご記入頂いてない方は、出欠を
ご記入下さい。例会に出席される方は、作業が出
来る服装でご出席頂いて構いません。君津ＲＣの
赤いキャップをご持参下さい。君津ＲＣのジャン
パーもしくはポロシャツをお持ちの方は着用お願
いいたします。お持ちでない方は事務局までお問
い合わせください。
３．次年度７月９日（月）の第２例会は、毎年恒例
の夜間例会（慰労会）となっております。詳細に
つきましては、理事会にて決まり次第ご連絡致し
ます。宜しくお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．駅前花壇花植え作業のお手伝い募集の案内
４．第21君津市福祉チャリティーゴルフ大会の参
加募集の案内（参加の場合、優先枠を先に希望出
来ます）
開催日：７月10日（火）
場 所：鹿野山ゴルフ倶楽部
５．６月４日（月）夜間例会出欠について案内
６．マンガ米山梅吉ものがたり購読の案内
７．ハイライトよねやま（Vol.1218）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2018－2019年度ロータリー手帳（希望者のみ）
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「三舟山への遠足」

秋元政寛会員
5月11日（金）年長組が三舟山に遠足に行きまし
た。雨で一度延期になっていたので、待ちに待った
遠足に園児たちも大喜びでした。園バスで三舟山の
駐車場に着くと、この日は天気が良かったので、一
般の方も大勢いて駐車場が満車でした。三舟山の管
理人さんから園児たちに、今年は毛虫が大発生して
いるので気を付けるようにとお話をいただきまし
た。園児たちは駐車場を借りて山に登らせてもらう
ことのお礼を言って出発しました。
最初にかなり急な上り坂を登ります。コンクリー
トで舗装されていますが、砂利があってとても滑り
やすくなっています。その先に行くと今度は片側が
崖になっています。足元に気を付け、すれ違う人と
元気よく挨拶を交わしながら、一生懸命のぼりまし
た。のぼる途中、言われた通りあっちにもこっちに
も毛虫がいました。一人の男の子が、あまりにも
ギャーギャー言っているので最初はふざけているの

かと思ったら、本気で怖がっているようでした。
目的地である展望台につくと、眼下に広がる景色
を眺めながら「ヤッホー」とみんなで叫んで、山登
り気分を満喫していました。もちろん山びこは返っ
て来ないのですが、「みんながずっと言ってたら、
ヤッホーって返って来たのが聞こえないよ」と言っ
ている子もいて、よく考えているなと思いました。
それから、お母さんが作ってくれた美味しいお弁
当をお友達と一緒に食べて、楽しく過ごしました。
さあこれから帰ろうとなった時、さっきの男の
子が、また毛虫を怖がり始めました。「毛虫のお
うちに僕たちの方がお邪魔しているんだから、毛虫
がたくさんいてもしょうがないよ。」などとその子
に話していたら、「先生、先生！」と子どもが呼び
ます。見たら私のズボンに毛虫がくっついていまし
た。ちょうどいいのでズボンにくっつけたまま「毛
虫だよ。触ったらかゆくなるからダメだけど、触ら
なければ大丈夫だよ。」と、子ども達に見せてまわ
りました。みんなキャーキャー言いながら、毛虫が
くっついているのに私が落ち着いているのを見て、
すこし冷静に毛虫を見られるようになり、さっきの
男の子も落ち着きました。毛虫はかゆくなったり痛
くなったりしますので、近寄らないようにするのは
決して間違いではありませんが、むやみやたらに恐
れなくても済みます。もちろん中には、近寄るだけ
で痛くなる毛虫もいますから油断すると痛い目にあ
うでしょう。でも、物事には例外があるということ
を学ぶ機会になります。この種類はいいけどこの種
類はダメだとか、より判断の精度が高まるきっかけ
にもなります。
幼児期は体験を通して色々なものを学びます。山
びこのことや毛虫のことの他にも、一人ひとりに話
を聞けば、色々なことを感じ、気づきや発見があっ
たことでしょう。例えその気づきや発見が正しいも
のではなかったとしても、自分なりに考えを巡ら
せ、試行錯誤を繰り返すことそのものが意味のある
ことだと思います。自ら考え、自ら気づくことので
きる子どもに育てていきたいと思います。
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
秋元政寛会員、卓話ありがとうござ
いました。素敵なスタッフさんと子
供たちの笑顔に囲まれたお仕事は少
し羨ましいです。
サーローさんの様に被爆体験をされ
た方も年を追うごとに少なくなって
います。私たちもロータリアンとし
て、唯一の被爆国である日本に住む
ものとして、伝えていくべきものを
しっかりと伝えていきたいと考えま

荒井潤一郎

猪瀬

早見

藤平

秋元

谷

大森

浩

秀一

洋司

政寛

浩司

俊介

す。また、ロータリアンとしての奉
仕活動、平和活動を通じて、豊かで
幸せな世界を次世代に残していけれ
ばと考えます。
本日は、次週に周西中学校の生徒に
花植えをしてもらう前の花抜き作業
です。お忙しい中申し訳ありません
が、ご協力をよろしくお願いいたし
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！
かずさマジック、昨日は惨敗でした
が、６月１日からの南関東大会での
活躍に期待し、応援よろしくお願い
します。
大分ご無沙汰しておりまして申し訳
ありません。そんな中、私の記念日
のお祝いを頂きましてありがとうご
ざいました。毎年頂いておりますお
花も庭に植え、この時期花を咲かせ
て、奥さんと共に楽しませて頂いて
おります。不良会員な私ですが、今
後もよろしくお願いします。
秋元政寛会員、卓話ありがとうござ
いました。一昨日、君津ＲＣ杯少年
野球大会決勝戦を観て、表彰式に参
加してきました。想像以上に子供た
ちの熱い戦いに驚きました。優勝
「子安クラブ」、準優勝「八重原ベ
アーズ」おめでとうございます。
私の記念日ありがとうございました。
先日行われたゴルフコンペで隠し
ホールがハマり、優勝する事が出
来、優勝カップを事務局に届ける事
が出来ました。次回もチャレンジし
たいと思います。
本日は会員卓話の機会を与えて下さ
いましてありがとうございました。
お子様、お孫様のいらっしゃる方は
美和幼稚園をぜひ一度ご検討よろし
くお願いします。（笑）
秋元会員、本日の卓話ありがとうご
ざいました。自分の幼稚園の遠足の
事は思い出せませんでした。
土曜日の木更津東ロータリーの50周
年大変良い経験になりました。上甲
氏の講演も大変勉強になりました。
かずさマジック、南関東大 会で奮起
し、東京ドーム出場を期待してます。
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秋元様、卓話ありがとうございました。
本日は駅前花壇の花抜き作業、１年
間のお花へのお礼を込めて丁寧に抜
くことにします。
本日の奉仕活、動皆さんに習い頑張
ります。
ゴルフは２週連続でＢＢ賞、マジック
も負けるし運気はやや低迷気味です。
きっと今週からいいことがたくさんあ
るにちがいない！と信じています。
本日の花植え準備参加できませんの
でよろしくお願いします。
秋元さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。
午後から愚息がお世話になります。
花抜き、頑張ります。
土曜日に浅草の三社祭に行きまし
た。本堂から奉納されるみこしを見
下ろす形になりましたが、大屋根に
かつぎ手の威勢の良い声がひびき渡
り、迫力満点でした。祭りは見る方
がよりかつぐ方が楽しいですね。
昨日の都市 対抗 野 球 千葉県大 会の
かずさマジック応援、ご苦労さまでし
た。残念ながら二位で優勝できません
でしたが、南関東大会ではドーム出場
をきっと決めてくれるでしょう。
今日も暑いですが花抜き作業、ガン
バりましょう。
昨日のマジック予選決勝（７－０完
敗）そして当社所属両投手で４点も
取られてしまいました。今朝、両投
手には気合を入れておきました。
本日の料理でチキンナゲットのような
物がありましたが、オカラの団子でし
た。毎回、飽きない美味しい和食を千
成さん、ありがとうございます。
花植え時期となりました。今回も周西
中学校の皆さんに気持ち良く花植えし
てもらえる様、準備致しましょう。
最近の天気、冬の寒さが過ぎると春
が短く、夏の暑さに突入する感があり
ます。実際に４月に気温が25℃を越え
た夏日が東京では9日と過去最高にな
り、５月も過去最高の18日を越える予
想です。過ごしやすい季節がもう少し
長くあってほしいところです。
皆様こんにちは。19日・20日と広
島の呉市でハンドボールのプレ国体
の中国予選がありました。私もプ
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レーしていた徳山クラブ男女が出場
し、女子は優勝、男子は惜しくも日
新製鋼（元実業団チーム）に残り５
分で逆転敗け。新日鐵様の子会社な
のでわざとじゃありません。女子
チームは山口銀行様が一緒にチーム
作りをしてくれています。
会社の決算業務が大詰めを迎えてい
ます。来週は役員会のため、例会は
お休みさせていただきますが、早く
終わらせて気分的に楽になりたいも
のです。
先週木更津東ＲＣの50周年に出席し
ました。基調講演の中で「はい、喜
んで」の精神を実践する事で人生の
差がひらくというお話でした。実践
して参りたいと思います。
大川会員、四つのテストありがとう
ございました。業務内容は是非、自
分でアピールをお願い致します！
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君津市少年野球大会表彰式（第21回ＲＣ杯）の様子／５月19日

優勝：子安クラブスポーツ少年団

準優勝：八重原ベアーズ

駅前花壇の花抜き作業の様子／５月21日

