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点
鐘 隈元 雅博会長
Ｒ ソ ン グ 手に手つないで
お 客 様 羽鳥 鋭一
（鴨川ＲＣ 次年度第６グループの幹事）
四 つのテスト 武田富士子会員
【 出 席 報 告 】 免除者５名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2049
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51

3

94.44 ％

2048

59
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51

3

91.07 ％

メークアップ0名

94.44 ％

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、この行われる周西中学校の生徒による花
植えボランティアに因んだお話をさせて頂きます。
中には学校の授業の一環で仕方なく参加している生
徒もいるかも知れません。
2020年開催予定の東京オリンピックでのボラン
ティア募集がうまくいってないとの報道を見まし
た。拘束時間と宿泊費の負担などが問題になってい
るようです。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本来
『ボランティア』とは、自発的な無償の奉仕を行う
人を指して言うそうです。また『自発的行為』事体
を指して『ボランティア』と呼ぶこともあるそうで
す。震災や大災害の後に、条件など気にせず駆けつ
け、奉仕活動を行う日本人にはこちらの方がなじみ
深いと思われます。
阪神・淡路大震災が起きた1995年は、全国から
大勢のボランティアが被災地に駆けつけたことか
ら、『ボランティア元年』とも呼ばれています。当
該震災の目である１月17日を『防災ボランティア
の日』としています。
『ボランティア』は、ヨーロッパなどの英語圏で
は、『志願兵』『義勇兵』という意味合いが強いそ
うです。反対の意味は『徴兵』だそうです。
東京オリンピックの募集内容には少し『徴兵』の
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様なイメージがあるのかも知れません。
私たちロータリアンのモットーは無償の奉仕・超
我の奉仕です。
会費やニコニコＢＯＸへの寄付を行い地域貢献と
世界平和活動を自分の意志で行っています。（いる
と信じています。）そんな仲間が今現在も世界に
120万人以上います。
皆さん、誇りを持ってください。皆さんの日々の
行動がお手本になると信じています。
今は『ボランティア』の大切さや素晴らしさに気
が付いていない生徒や若者たち、また周り仲間や家
族の皆さんも、私たちの強い意志と行動により『気
付き』が生まれ、他の人のために積極的に行動する
人に成れると信じています。
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21日（月）千葉市民会館にてＲＬＩ卒後
コースが開催されました。当クラブからは、岡野
副幹事・内山会員・武田会員・福田会員・佐々木
会員の５名が出席されました。お疲れ様でした。
後程、岡野副幹事より報告をお願い致します。
２．７月１日付けで退会される原田会員へ、記念品を
贈呈致します。後ほど、退任の挨拶をお願いします。
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岡野 祐副幹事
１．次週６月４日（月）の例会は夜間例会となって
おります。
場 所：旅館かわな
点 鐘：18時
お間違いのないようお願い致します。既に、お
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知らせしておりますが、例会プログラムはクラブ協
議会となっております。各委員会の委員長より下
期活動報告を発表して頂きます。委員長が欠席さ
れる場合は、必ず代理の方の出席をお願いします。
なお、週報に掲載しますので必ず原稿をご提出
ください。
また例会前17時30分より同じく旅館かわな に
て、第12回定例理事会（新・現合同理事会）が
開催されます。新・現の理事、役員の方は出席よ
ろしくお願い致します。
２．第４分区「次年度会長・幹事会」および「新旧
会長・幹事会」が開催されます。
日 時：６月６日（水）
場 所：アカデミアパークホテル
時 間：17時～次年度会長・幹事会
出席者：次年度吉野ガバナー補佐・
次年度廣田グループ幹事・
次年度岡野幹事・事務局
18時～新旧会長・幹事会
出席者：隈元会長・荒井幹事
次年度吉野ガバナー補佐・
次年度廣田グループ幹事・
次年度岡野幹事・事務局
会議終了後、懇親会
３．本日例会終了後に駅前花壇の花植えを予定して
います。皆さんご協力お願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．青少年交換留学生募集の案内
４．６月１８日（月）夜間例会出欠について案内
５．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
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．駅前花壇の花植えについて
委 員 会 報 告
ＲＬＩ研究会を終えて

岡野 祐副幹事
２月・３月・４月・５月とＲＬＩ（ロータリー・
リーダーシップ研究会）に参加しました。ＲＬＩとは
ＲＣの潜在的なリーダー又、クラブ役員候補者や最
近入会されたメンバーも含めて他のクラブの会員と
少人数のグループを作り、完全対話型の研究会です。
カリキュラムのテーマは、
パートⅠでは「ロータリアンとしての私」
パートⅡでは「私たちのクラブ」

パートⅢでは「私のロータリーの旅」
卒後コースでは、ＲＬＩ参加で「クラブの地区活
性化の心構えは育成できるか」のテーマでした。
各パート、一日６時間の研究会をやります。同ク
ラブからは私と内山会員・武田会員・佐々木会員・
福田会員が卒業させて頂きました。丸々一日中、色
んなクラブの方々との対話は、休む事もなく結構大
変です。しかし、ロータリー歴が20年・30年の人
達とも一緒にディスカッションが出来るので自分が
ロータリーに対する疑問やクラブに対する思いなど
も忌憚なく話せる為、解らなかった事が解ったり、
又、あらためて色々な事を知るきっかけになりまし
た。当クラブの45周年式典に宮本会員が講演依頼
して頂いた中村靖治さんが、ＲＬＩ日本支部ファシ
リテーター委員長としていらっしゃり、君津ロータ
リーの事をよく覚えていて、とてもうれしかったで
す。中村さんがＲＬＩに参加すると、何があるか？
と言うと、「きっと、この先良い事がある」との事
でした。来年も行われるので入会されて５年未満の
方や先輩方もぜひ参加してほしいです。きっと良い
事があります！！
退
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原田健夫会員
６月末で君津ＲＣを退会す
ることになりました原田です。
３年前にこの君津ＲＣに入
会させて頂くことになり、最
初は、ロータリーソングも良
く解らず、戸惑ったことを覚
えています。しかしながら、
次第にＲＣの全体感が見えて
きて、そんなに肩肘張ること
なく、ＲＣの皆さんと楽しくやればいいんだ、と考
えられる様になりました。
この３年間、あまり真面目なロータリアンではな
かったように思いますが、「出前教室」だけは３年
間携わらせて頂き、子供達が目を輝かせて我々の授
業を受講してくれたことに喜びを感じました。きっ
と「出前教室」を通じて、子供達は職業に対する関
心を深め、そして働くことの尊さを学んでくれたの
ではないかと思います。
３年という短い期間ではありましたが、君津ＲＣ
の皆様には大変お世話になり、ありがとうございま
した。今後とも、この君津ＲＣが地域のために、そ
して世界平和のために活躍されることを祈念してお
ります。
なお、私の後任は赤星という者になりますので、
宜しくお願い致します。私の次の職場は君津ですの
で、皆様とお会いする機会もあるかと思います。そ

の時には、やあーと声をかけて頂ければ幸いに存じ
ます。短い間でしたがありがとうございました。

松井泰次郎

ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
ロータリアンの立場で、国や東京都
の行うことを批判はしません。た
だ、東京オリンピックを楽しみにし
ている一国民として、『ボランティ
ア』の募集に関してはもう少し心に
響く方法をとっていただければと
願っています。
～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！
岡野
祐
娘の小学校最後の運動会が土曜日あ
りました。娘の成長と共に寂しい思
いが募ります。
羽鳥 鋭一（鴨川ＲＣ）
本日はありがとうございました。
猪瀬
浩
本日、例会後の花植え奉仕作業、よ
ろしくお願いします。
先週に続いての久々の出席で当たり
を引いてしまい、恐縮です。少しば
かり多めにニコニコさせて頂きます。
阿部 昭広
本日、またまた久しぶりの例会出席
となってしまいました。羽鳥さん、
君津ＲＣへようこそ。RYLAではお
世話になりました。
さて、今年は野球観戦どころではな
かったのですが、早く落ちついて球
場に行きたいと思います。先月の誕
生祝いをいただきました。ありがと
うございます。
内山貴美子
羽鳥様、本日は来訪ありがとうござ
います。
本日は駅前花植え頑張りましょう！
鈴木会員他、畝づくりされました皆
様、ありがとうございました。
黒岩 靖之
鴨川ＲＣ羽鳥様、君津ＲＣへ来訪あ
りがとうございます。ごゆっくりと
おくつろぎ下さい。
釼持 純一
昨日、ロールスロイス＆ベントレー
クラブの総会に出席して来ました。
会場の涌井ミュージアムには涌井氏
のコレクションのロールスロイス
とベントレー600台があり１億円以
上の車数台、他は数千万円以上600
台、総額何百億？羨ましいかぎり！
花植え欠席します。
別府 明人
花植え補助作業に行って参ります。
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本日、都合により駅前花壇の花植え
作業に出席出来ませんが、申し訳あ
りません。宜しくお願い致します。
今日は天気に恵まれ、ありがとうござ
いました。花植えには、あいにく参加
できません。大変申し訳ありません。
先週土曜日、子どもの運動会でし
た。くもりで非常に良い日和でし
た。今日もくもっていて作業しやす
そうです。
私の記念日の花、頂きました。あり
がとうございます。
本日の花植え、よろしくお願い致し
ます。
羽鳥様、ようこそ君津RCへお越し
頂きました。
本日は駅前ロータリー花だんの花植
え作業、皆さんで頑張って１年間き
れいな花を咲かせましょう！
先週はロータリーリーダーシップ研
究会（ＲＬＩ）に参加させていただ
き有難う御座いました。無事に卒後
コースまで受講する事が出来まし
た。更に自己研鑽を積んで行きます。
鴨川ＲＣ羽鳥様、ご来訪ありがとう
ございました。
羽鳥様、御来訪ありがとうございます。
花植え作業がんばります。
久々の例会ですが、文化ホールの総
会の為、花植え参加出来ずに早退致
します。
「きみつ七夕まつり」のご協賛あり
がとうございます。また、これから
の方、よろしくお願いします。他に
はない子供主体のイベントです。み
なさまもお時間がありましたら、見
に来て下さい。
土曜の夜、茅ケ崎に大学の友人が集
まりました。いくつになっても同
窓っていいですね。
本年４月入社の新人達はまだ集合研
修中ですが、最近の新人は学校教育
において厳しい指導をされたことが
無いのか？研修中に平然と居眠りす
る一方、打たれ強くない等、指導が
難しいようです。職場に定着して
育ってもらうべく、個人の資質に合
わせたきめの細かい指導が必要と
なっています。
先週末、業界で安全に関するセミ

谷口

弘志

ナーがあり、「安全配慮義務」につ
いて講演会を聴きました。弁当配達
員など、工場に入って災害に遭った
とき、事前にどの様な対応を取って
いたかで会社の責任が問われる。あ
らためて自社の対応を見直します。
昨日、はじめてマザー牧場に行って
来ましたが、桃色吐息（ペチュニ

鈴木
髙橋

荘一
雄一

ア）が咲誇っていました。本日の花
植えも心和む花壇となる様に丁寧に
作業したいものです。
羽鳥様、ご来訪ありがとうございます。
今日の花植え作業、くもりなので作
業がはかどると思いますのでガンバ
リましょう！！

＜駅前花壇の花植え作業の様子（H30.5.28）＞

