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前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

早見秀一副会長

皆様、こんにちは。副会長
の早見です。本日は、来訪ロー
タリアンおよびお客様はおられ
ませんので、早速、会長代行
挨拶をさせて頂きます。
私が君津ロータリークラブに
入会させて頂いたのが、平成
22 年４月ですので、現在９年
目となっています。昨年７月か
らの年度で、副会長を任せて頂いている事が初めて
の事でありますので、会長挨拶をさせて頂くのも初
めての事であります。どうぞ宜しくお願い致します。
さて、現在の会員数 59 名は、君津ロータリーク
ラブ発足以来過去最大人数でしょうか。君津ロータ
リークラブの素晴らしい点は、この人数で、きちん
と繋がりを持ち、年間通じて共に奉仕活動を実施す
る事にあるのではないでしょうか。他のクラブと比
較しても活動の幅が広く、活動回数も多いと聞きま
す。決して、君津ロータリークラブの会員は、暇な
方達の集まりではございません。経営者の方も事業
所責任者の方も、多くの実務をお持ちであり、そん
な中、なんとかスケジュールを調整し都合を付け
て、例会や委員会活動に積極的にご参加頂いており
ます。このようなチームワークだからこそ、それぞ
れの職業でも繋がり、この地域社会へも職業を通じ
て貢献させて頂いているものと自負しております。
昨年７月から今月までの隈元年度に新規会員となら
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れた方も、会員同士の輪で繋がり、お互いの切磋琢
磨にて、より深い絆となって頂ければ幸いです。ま
た、現在の会員 59 名だけではなく、ＯＢ会員の方
達とも未だに切れない絆を持っております。忘年例
会や周年記念行事等、ＯＢ会員が参加される機会も
多くありますので、ＯＢ会員の方々とも繋がって頂
きたいと思います。とりとめの無い話となりました
が、君津ロータリークラブの絆をテーマに会長代行
挨拶をさせて頂きました。
最後は、隈元会長風に締めたいと思います。本日も
皆様と共にロータリー活動が出来る事に感謝致します。
～ 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！
報
告
１．６月４日（月）に、第12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。
＜2017－18年度＞
１）会計報告＜報告＞ ＊承認
異議なし
２）きみつ秋花火実行委員会 委員選出について
＊承認
今季は平野会員
３）2017－2018年度監査日程及び懇親会開催につ
いて ＊承認
６月28日 17時～ 事務局
懇親会：和泉沢
出席者：今年度理事・委員長・新Ｓ.Ａ.Ａ.
４）第21回君津市福祉チャリティゴルフ大会への
賛助について ＊承認
例年と同じく３口（9,000円）を賛助します
＜2018－19年度＞
５）新入会員について ＊承認
赤星哲也 原田会員の後任
日鉄住金環境㈱君津支店長（推薦者：大浦会員）
（承認された場合は、職業奉仕委員会の所属を
検討する）
６）枝豆収穫祭の開催日について ＊承認
次年度開催は10月13日（土）とする
７）次年度クラブ定款およびクラブ細則について
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＊承認
現在の定款・細則を引き継ぐこととする
＊現在の定款・細則を引き継ぐこととする
＊クラブＨＰについて
①改めてＨＰにて公表されていることを認
識してもらいながら引き続き現状通り実
施していく
②ロックはかけずに君津ＲＣの良さをア
ピールできるよう掲載を続ける
③検索機能導入については見積もりをとっ
て再度検討する
８）その他 ＊承認
新理事会開催について
６月18日（月）夜間例会前17時20分～
場所：ホテル千成
次年度第１回理事会について
７月２日（月）例会前11時30分～
場所：ホテル千成
２．６月９日（土）千葉市民会館にてファシリテー
ター養成講座が開催されました。
当クラブからは、岡野副幹事、内山貴美子会
員、武田会員が出席されました。お疲れ様でした。
		
幹 事 報 告
岡野 祐副幹事
１．次週６月18日（月）は今
年度最後の例会となり夜間
例会です。
場所：ホテル千成３階
点鐘：18時
お間違いないようお願い
致します。
なお、例会前17時20分
より新理事会が開催されま
す。次年度理事、役員の方は出席よろしくお願い
致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．第５回2790地区第４分区親睦麻雀大会の案内
４．財団室ＮＥＷＳ（６月号）
５．the rotarian（英語版）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友（６月号）
３．ガバナー月信（６月号）
＜掲載情報＞
Ｐ９ 地区国際奉仕委員会委員長

鈴木会員

Ｐ10 ＲＹＬＡ委員会委員長 阿部昭広委員
Ｐ13 新ロータリアン 内山雅博会員
委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」６月号の紹介
中村圭一委員
ロータリーの友６月号では、「全国の植樹活動・
一人1本の気を植えよう」が特集されています。
P.12からの特集記事は「平和の木に、思いを乗せ
て」と題して、広島の被爆樹を東日本大震災での福
島第一原発事故で多大な影響をうけた福島・喜多方
市に寄贈し植樹するという記事が掲載されています。
被爆樹とは、爆心地から２㎞以内で芽吹いた木で
あり、170本が登録されているそうです。その被爆
樹を樹木医の堀口力氏が治療し、種や苗木を育てて
国内外に広めていくという活動の一環ということで
す。被爆樹は放射線の影響を受け、生育状況は通常
の樹とは異なる形になっているとのことですが、そ
の種から育てた被爆樹木2世は通常の樹より強く育
つ、という一文に心打たれます。このような被爆樹
が、大きな被害を被った福島の地で力強く育ってい
くことが広島、福島の心を、日本中そして世界中に
広めていくように祈りたいと思います。
これと呼応するように、立て組のP.4巻頭記事は
「シマフクロウの森づくり」です。北海道はもとも
とシマフクロウの天国であったとうことですが、明
治以降の開拓、開発によって住処を奪われ1993年
ころには全道で100羽程度まで減少し絶滅危惧種に
指定されました。そのような状況を打破していくた
めに「営利・名声を求めずただひたすらシマフクロ
ウのために奉仕する活動を行う」集団として1994
年「虹別コロカムイの会」が設立されました。「虹
別」というのは地名、「コロカムイ」というのはア
イヌ語で「守り神」という意味で、シマフクロウが
アイヌ語で「コタン・コロカムイ」すなわち「村の
守り神」と呼ばれていたことに因むものです。シマ
フクロウの繁殖には、自然環境の復元がなによりも
必要です。一朝一夕に成し遂げられるものではあり
ません。そこで会は「100年先を見据えた活動」を
標榜しブレずに着実な活動を行っています。目先の
ことに追われず、長期の目標を見据え着実に活動を
展開していく意思の力と行動力に感銘を受けます。
横組みP.24には「米山梅吉生誕150年」というこ
とでその生涯が年代ごとに読みやすく紹介されてい
ます。米山梅吉に限らず、江戸末期から明治にかけ
ての偉人の方々が、幼少期から志を確立して勉学に
励み、情報網も交通網も現在と比べ物にならないよ
うな時代に、大きな成果をあげて社会に貢献してい
る。わが身に照らして恥じ入るばかりです。
最後に、縦組みP.16に「次年度テーマ日本語訳

について思う」という記事があります。次年度RI
テーマ「Be the Inspiration」を公式日本語訳は「イ
ンスピレーションになろう」だそうです。この意味
について筆者はしっかり検討しています。日本語は
カタカナがあり、英語をカタカナ表記すれば外来語
として使えます。しかし、中国語には漢字しかあり
ません。そこで意訳をする必要があり、「ロータ
リーはモチベーションを高めるリーダーたれ」と
なっているそうです。これなら、筆者ならずとも
すっきり理解できます。
日本語のカタカナは本来、漢字では表せない日本
語を、日本語として表記するために日本人があみだ
した文字です。しかし現在ではカタカナは英語の表
記の音だけを表すただの「音」としてしか通用しな
くなったのでしょうか。「Inspiration」の日本語訳
が「インスピレーション」なんですからね。
プ ロ グ ラ
次年度タイム
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永嶌嘉嗣会長エレクト
次年度各委員長より次年度
活動方針について発表して下
さい。なお、内容については
次年度活動計画書に掲載致し
ます。

ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
本日は宮本パスト会長の命（メイ）
により例会を一回お休みし、荒井幹
事と共に袖ケ浦ＲＣの例会に参加し
てまいります。
早見副会長、ご挨拶ありがとうござ
いました。
岡野副幹事、来月からの幹事の担い
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！
早見 秀一
本日、会長の代理を務めさせて頂き
ました。つたない会長代行で失礼致
しました。来週は、隈元年度として
最後の例会です。隈元会長の最後を
見届けましょう。
岡野
祐
土曜日に内山会員、武田会員とファ
シリテーター養成講座に出席し、ファ
シリテーターになりました。皆様、来
年ご参加よろしくお願いします。

佐々木昭博

齋藤

孝弘

①私の記念日、素敵なお花をありがと
うございます。家内が大喜びする姿
を久しぶりに見る事ができました。
②四つのテストの唱和前に斉藤けさ江
さんの紹介をさせて頂きました。詳
しくは永嶌さんにお聞き下さい。
誕生祝いありがとうございました。
６月６日、記念日のお祝いを頂きま
した。ありがとうございました。結
婚19周年でした。19周年の結婚記
念日は「ジルコン婚式」らしく、ジ
ルコンという石は癒しを与えてくれ
るらしいです。19年も経つとゆっ
くり休みなさいということでしょう
か。
今日のカレーと鰻はうっとうしい気
分を吹き飛ばし、食欲をわかせてく
れました。毎週食べる度に楽しませ
てもらっています。こういう仕事を
自分も心掛けたいと思います。
最近、高齢者による事故の報道が続
いていますが、他人事ではありませ
ん。一昨日、家内がバックで急発進
し危うく門扉にぶつかるところでし
た。ご安全に！
梅雨に入ってしまいました。この時
期は、クーラーで風邪をひく人も多
くなります。皆さん、健康には十分
注意しましょう。
毎週月曜日が〆切で会議があり、欠
席が続き申し訳ありません。先週末
に君津の山でホタルが見られまし
た。今年も家族で貴重な体験が出来
て感謝です。
皆様こんにちは‼福田さんの代わり
にＳ.Ａ.Ａ.の次年度の方針を発表さ
せて頂きました。福田委員長の元、
頑張ります。
今月で35回目の誕生日を迎えます。
プレゼントありがとうございます。
ロータリーに入会してもうじき３年
が経ちます。１・２年目がＳ.Ａ.Ａ.
３年目が親睦委員長でしたので、例
会で落ち着いてテーブルに座ってい
た記憶があまりありません。来期は
青少年奉仕委員長なので、じっくり
と例会をエンジョイしたいと思いま
す。
今回２回目の当りを引いてしまいま
した。宝くじを買いに行きます。あ
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りがとうございます。
梅雨に入りましたが、早く去って欲
しいですね。斉藤けさ江さんの書を
頂きました。地元で存じ上げないな
んて…。勉強します‼
寒暖の差が激しく、体調管理が難し
いですね。本年度も残りわずか。
しっかりＲＣ活動しなければ…
「かずさマジック」都市対抗野球大
会出場、おめでとうございます。７
月14日以降、また皆さんで応援致し
ましょう。
今年は来年より早い梅雨に入りに熱
中症対策を急ぎます。
かずさマジックおめでとうございま
す。東京ドーム楽しみだなー。
いよいよ次年度体制が動き始めまし
た。次年度をどのように委員長と相
談していますが、緊張度合いが日に
日に増していきます。次年度にス
ムーズに活動できるように今年度も
しっかり最後まで務めていきます。
減量の甲斐あって、ついに血糖値が
正常範囲になりました。次は悪玉コ
レステロールです。
我がかずさマジックが最後の最後に
やってくれました。熱い夏がやって
来ます。やはり私が球場に行かない
方が調子が良いようです。
樺太、慰霊祭に行って来ました。オ
イルマネーで潤っているようです
が、恩恵はあまり感じられませんで
した。ＲＣ活動がんばります。
あいにくの雨です。皆さん、足元に
気を付けて下さい。
駅前花壇の花にとっては恵みの雨で
す。綺麗に花を咲かせています。
次年度、お世話になります。
梅雨に入り、天候もぐずついている
日が多くなってきました。体調に注
意していきたいと思います。
いよいよ夏です。先週土曜日に熱中
症警戒レベル４が出ました。会員の
皆様の職場でも予防策を徹底しま
しょう。
本日は斉藤けさ江さんの作品を頂
き、ありがとうございます。心清ら
かな生涯を過ごされた方の面影をし
のび、我が心のあり方を問う一時と
なりました。
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武田富士子

特別ＢＯＸ
黒岩 靖之

業務事情から４週連続で欠席してし
まい、申し訳ありません。かずさマ
ジックがなんとか東京ドーム出場を
決めてくれました。引続いてのご声
援を宜しくお願い致します。
かずさマジック、東京ドーム出場で
きて何よりです。ドームでの選手の
皆さんの益々の実力発揮、当社の野
坂選手の更なる長打、打点を期待し
ています。
坂井会員、手ぬぐいありがとうござ
います。ファシリテーター養成コー
スに参加して来ました。ファシリ
テーターの役目は参加者の意見を交
換してもらうためであり、決して
ファシリテーター自身の意見や知っ
ている事を発言してはいけない。
「参加者にディスカッションしても
らうための道標となれ」でした。押
しの富士子です。超大変でしたが、
勉強になりました。

