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開 始 点 鐘 内山貴美子会長
Ｒ ソ ン グ 君が代、奉仕の理想
お 客 様 付 靖秋
（米山奨学生）
芝﨑 均会員
四 つのテスト
【 出 席 報 告 】 免除者３名 休会０名
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前々回の修正

メークアップ

2名 70.91 ％
（敬称略）

会長挨拶及び報告

内山貴美子会長

皆様、こんにちは！
1ヶ月ぶりにお会いする会員様も多いのではない
でしょうか？
9月8日の台風で被災されました会員の皆様、遅
くなりましたがお見舞い申し上げます。又ボラン
ティア活動に参加されました会員の皆様、お疲れ様
でした。9月9日の例会について、連絡の不備によ
り会場に足を運んでしまわれた会員様、大変申し訳
ありませんでした。又、付君につきましては、こち
らの都合で奨学金の授与が遅くなり大変ご迷惑をお
かけしました。
この1か月、色々大変なことがありましたが、こ
うしてこの会場で、いつものように皆様が出席され
た例会が開催されることを大変うれしく思います。
今回の台風は私達が普段何気なく生活しているこ
とへの赤信号だったのではないでしょうか？今ある
当たり前の物々、人々への感謝の再確認、いつ何が
あっても自分のことは自分で守るという危機管理の
徹底の甘さを考える良い機会となったのではないで
しょうか？
とかく人は困ったことや災害が起きると、まず最
初に行政の対応が悪いとか言って人のせいにしま
す。今回も東電が判断を誤った！県の対応、市の対
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応が悪い！もっと早く自衛隊を呼ぶべきだった！と
人のせいにして文句を言いました。でも、皆、本当
に一生懸命に自分の仕事で昼夜働いていたと思いま
す。ただ、その時に迅速な判断を出せるリーダーが
少なかったことが問題だったのだと思います。
一頭の狼に率いられた百頭の羊の群れは、一頭の
羊に率いられた百頭の狼に勝るとナポレオンは言っ
ています。今回、私たちは適材適所に、百頭の羊を
率いる一頭の狼になれるように自分を磨くこと、そ
して次世代の百頭の羊を率いる一頭の狼たちを育て
るという使命をもらったのだと思います。
これからも大変な事が多く起こると思いますが、
苦難を喜びに変えて共に助け合いロータリーの手を
繋ぎ、その手を増やし、千葉を元気に、そして世界
を繋いでいきましょう。そして楽しく未来を語りま
しょう！
皆さんロータリー活動頑張りましょう！
報
告
１．第3回理事会が9月2日に開催されましたので報告を
致します。
①会計報告
異議なし
②親子体験枝豆収穫祭について
＊コーン購入について…10個購入する
(保管場所は一時的に内山建設）
③副会長のバッチについて
継承バッチを購入することを検討する
→ 次回理事会にて再検討
④君津中央公民館 学校支援事業参加について
学校側が要望している企業や内容を再度確認し、
再検討する
⑤11月11日の夜間例会の場所変更について
予定の旅館かわなは休館日のため、ホテル千成に
変更
⑥駅前花壇の花植え日程について
＊年間プログラム通り実施する
花抜き作業10月21日(月)
花植え作業10月28日(月)
⑦坂田八幡神社祭礼費について
例年通り、5,000円を賛助金として協力
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⑧公益財団法人米山梅吉記念館への100円募金に
ついて
例年通り100円×会員数、5,800円を寄付
⑨赤十字活動資金へのご協力について
例年通り、クラブからの寄付はしないで、回覧す
る
⑩その他
  次回の理事会 日程：10月7日(月)
例会前 11時30分～
場所：ホテル千成
２．8月31日(土)地区会員増強・維持拡大セミナーが開
催されました。当クラブより、会員増強委員会の荒
井委員長、武田幹事が出席されました。お疲れ様で
した。報告については、改めて時間をとり武田幹事
より発表して頂く予定です。

ポール・ハリス・フェロー +１
内藤智介(バッチ)

新ポール・ハリス・フェロー
岡野祐(バッチ・認証状)

３．9月1日(日)地区ロータリー財団セミナーが開催され
ました。当クラブよりロータリー財団委員会の坂本
副委員長が出席されました。お疲れ様でした。後
程、報告をお願いします。
４．9月8日(日)第1グループ情報研修会が開催され、当
クラブより岡野会員がパネリストとして出席されまし
た。お疲れ様でした。

１０．RYLA実行委員委嘱状が届きましたので、お渡し
します。
RYLA実行委員会 委員 佐々木昭博 会員

５．9月12日(木)、27日(金)に、きみつ秋花火実行委員会
が開催されました。当クラブより平野会員が出席さ
れました。お疲れ様でした。
６．9月19日(木)、学校運営協議会が開催されました。
当クラブからは、岡野会員が出席されました。お疲
れ様でした。
７．9月28日(土)、地区奉仕プロジェクト推進セミナーが
開催されました。当クラブより茂田会員が出席され
ました。お疲れ様でした。後程、報告をお願い致し
ます。

１１．本日、米山記念奨学会特別寄付として、廣田会
員、鈴木会員より各10万円ご協力頂きました。あり
がとうございます。

８．同じく9月28日(土)姉妹クラブの甲府東RCとの合同
例会が開催されました。当クラブからは17名が出席
しました。お疲れ様でした。

幹

９．公益財団法人ロータリー財団へ寄付された方へ認
証状及びバッチが届いていますのでお渡しします。
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武田富士子幹事
〈配布物〉
１．ロータリーの友(9月号)
２．会員名簿
３．地区大会記念誌
４．日本のロータリー100周年記念ピンバッチ
５．アンテナマガジン「TOKOTONかずさ」

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
①日時：10月10日(木) 休会
理由：定款第8条第1節C項による
②日時：10月24日(木) 休会
理由：定款第8条第1節C項による
＜袖ヶ浦RC>
①日時：10月21日(月) 休会
定款第8条第1節C項による
２．10月9日(水)東京神宮ＲＣ主催、明治神宮清掃奉仕
が実施されます。
場所：明治神宮
時間：10時30分 現地集合
出席：福田会員、村上会員、中野会員、薮会員、内
   藤会員、秋元ゆかり会員
  宜しくお願いします。
３．10月12日(土)は親子枝豆収穫祭です。詳細につい
ては、後程、茂田社会委員長より報告をお願いしま
す。
４．10月21日(月)次回例会終了後、駅前花壇の花植え
準備作業として花抜き作業を実施します。皆さんご
協力をお願いします。詳細については、後ほど茂田
社会奉仕委員長より報告をお願いします。

１２．スリランカセミナーの出欠について
委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
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５．本日より米山梅吉記念館賛助会の会費を集金しま
す。会費は3,000円です。賛助会へお申し込みの方
は、事務局 髙島までお願いします。
６．台風15号による被害状況報告書の案内をFAXにて
お送り致しましたが、まだ提出されていない方は、
用紙を受付に置いてありますのでご記入の上、例会
終了後にご提出下さいますようお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．第5グループ「情報研修会」の出欠について
４．君津駅花植え準備作業及び花植え作業への出欠の
案内
５．きみつ秋花火のチケット希望者案内
６．ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」
７．バギオだより(9月号)
８．The Rotarian 英語版
９．バギオ訪問交流の旅
１０．ハイライトよねやま(Vol234)
１１．財団NEWS(10月号)

ロータリー財団委員会
地区ロータリー財団セミナーの報告
坂本 直樹副委員長
今年度、ロータリー財団委員会 副委員長を仰せつ
かっております坂本です。過ぎた9月1日(日)、TKPガー
デンシティ千葉にて、『RI2790地区 2019‐20年度ロー
タリー財団セミナー』が開催され、石川委員長に代わり
出席して参りました。
プログラムの中では、冒頭の諸岡ガバナーのご挨拶
の中で、国際ロータリーの最優先課題が「ポリオの根
絶」である旨が改めて示された他、ロータリー財団統
括委員長の櫻木英一郎様をはじめとした各委員長の

方々から、ご担当分野でのご説明がございました。
ポイントとしては、当クラブでも導入致しました、ポ
リオ根絶のための間接的な支援ともなる「ロータリー
カード」の積極利用(カード決済額の0.3%が自動的にポ
リオ根絶のためのワクチンに充てられる)と、年次基金
寄付150ドル/人・ポリオプラスへの指定寄付30ドル/人
の目標必達です。
特に年次基金寄付については、当クラブが所属する
第2790地区は関東近隣10地区中、数年に渡り最下位と
なっており、これの脱出のためには会員1人当たりプラ
ス10ドルの上乗せが必要な状態です。順位の問題では
ありませんが、寄付は我々が属する「ロータリー」の活
動に使われるお金です。ロータリーの基本理念実現の
ためにも、皆様の積極的なご協力をお願い致します。
個人的には今回初めてのセミナー参加でしたが、そ
ういった人たちにとっては、新たな役割を果たすこと
によってロータリーをより深く知ってほしいという諸岡
ガバナーからのお言葉もありましたので、年度を通じ
て勉強させていただきながら活動して参りたいと思い
ます。
「寄付は第2の奉仕」です。引き続き、会員皆様のご
協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
社会奉仕委員会
奉仕プロジェクト推進セミナーの報告
茂田 秀和委員長
プログラム
総合司会 冨 一美
12:30 登録開始
13:00 開会点鐘
奉仕プロジェクト総括委員長 関 一憲
国歌並びにロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
ご来賓紹介
青少年奉仕委員長 山本美代子
13:10 ガバナーご挨拶
諸岡 靖彦
13:15 ガバナーエレクトご挨拶
漆原 摂子
13:20 主催者挨拶
奉仕プロジェクト総括委員長 関 一憲
13:30 基調講演
池間 哲郎様
テーマ
「懸命に生きる人々～日本人こそ学んでほしい～」
講師紹介 吉田朋令
15:00 休憩(コーヒーブレイク)
15:20 4委員長挨拶
社会奉仕委員長
三神秀樹
職業奉仕委員長
高橋潤一
国際奉仕委員長
吉田朋令
青少年奉仕委員長 山本美代子
15:30 プロジェクト推進について 関 一憲

16:00
16:15

○台風15号について
(鋸南RCより情報提供)(15分)
○今後のクラブの奉仕プロジェクトについて
(10分)
ディスカッション&アンケート
○GG補助金の紹介等(5分)
質疑
閉会点鐘
奉仕プロジェクト総括委員長 関 一憲

社会奉仕委員会
親子枝豆収穫祭について

茂田

秀和委員長

開催日時：
2019年10月12日(土) 8:00-15:00予定
※雨天時13日(日)に順延
スケジュール：
8:00-10:00 各自集合場所に参集し、荷物積込作業
及び現地移動、現地設営受付
10:00-10:20 開会式 大森副委員長
①主催者代表挨拶 内山会長
②要領・注意事項説明 茂田委員長
③PR 国際奉仕委員会 大住委員長
10:20-11:30 枝豆収穫
11:30-13:00 昼食(茹で枝豆･豚汁･おにぎり配布)
13:00-13:10 閉会式 大森副委員長
①主催者代表挨拶 内山会長
一般参加者解散
13:10-15:00 後片付け
現地撤収作業及び資機材返却(作業終
  了後、各場所にて解散)
服装：
RC帽子・ポロシャツ・ジャンパー の着用をお願いい
たします。
持ち物：
軍手・タオル・着替え・鎌・剪定鋏・収穫袋 等
※飲食(おにぎり2個・豚汁・茹で枝豆・お茶1本)は
   用意します。その他飲み物等は各自でご用意くだ
  さい。
その他：
一般参加者(親子)40名、東日本大震災で避難されて
いる招待参加者8名及び会員家族など総勢78名での
開催となります。当日、早朝より大変恐縮ですが、
会員皆様のご協力が必要不可欠な事業となっており
ます。何卒、ご理解いただき、ご協力の程宜しくお
願いいたします。

社会奉仕委員会
駅前花壇の花植え準備作業及び花植えについて
茂田 秀和委員長
開催日時：
2019年10月28日(月)
対象：
周西中学校
1年生2クラス 77名(生徒70名・教職員7名)
当日の流れ：
12:30 事前準備(RCメンバー)
13:00 生徒 学校出発(徒歩55名・自転車15名)
13:40 生徒 駅前ロータリー到着
自転車は指定場所停車後、集合場所へ
※道路横断に注意－RCメンバー誘導
13:50 始めの会 司会：中学生
・君津RC会長挨拶－内山貴美子
・作業要領説明－社会奉仕委員会
14:00 花植え作業
クラス単位で担当エリアへの花植え
14:50 記念写真撮影
14:55 終わりの会 司会：中学生
・社会奉仕委員会委員長挨拶
・中学生代表挨拶
15:00 解散 お茶の配布(1本/人)
開催判断：
当日の朝に天候を考え判断します。
中止の場合、後日君津RCメンバーで花植えを実施し
ます。
その他：
スコップは若干数用意いたしますが、各自で軍手、
スコップ等の必要な備品の準備をお願いします。
駅前の待機場所へは道路を横断します。RCメン
バーの誘導に従う様にお願いします。
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」9月号紹介

小幡 倖副委員長
初めに横組みから、今月の特集は、「基本的教育と
識字率向上月間」に因み、「言葉が人の未来を育て
る」とのテーマで「グローバル補助金活用の前橋RCモ
ンゴルの聴覚障害児に教科書を届ける活動」、「多治
見リバーサイドRCの地区内2クラブ共同の様々な種類
の図書を贈り、図書は人を育て、国と国を結ぶ交流活
動」、又、「地区行事の「ワールドフード+ふれ愛フェ
スタ」の収益金を原資のポリオプラス基金への寄付、
図書・教育機材搭載車両、ポリオワクチン保冷庫設備
の教育支援ユニット車両を4台パキスタンに贈った名古
屋和合RCの活動」が紹介されています。
冒頭、世界には学校に就学できない子供たちが1億

2000万人、文字の読み書きのできない子供たちが7億
5000万人おり改善のためにロータリーの活動が必要と
されるとのメッセージが添えられています。
次に、9月は「ロータリーの友月間」でもあります。
1953年1月「ロータリーの友」が創刊され、66年目に
なります。66年間の歴史が載っています。今月号は、
創刊801号です。世界のロータリー誌が載っていますの
で認識新たに目通しをしてみてください。
P20～P29は2020.6.6～10に開催される国際大会の
ホノルルの地域が紹介されています。参加予定の皆さ
んはデーターとしてインプットしてください。
P32には、東日本大震災復興支援「ロータリー希望
の風奨学金」の現状報告が記事になっています。内容
は、奨学生の実態、各地区クラブの金額支援、収支報
告等です。
P36は「よねやまだより」寄付金・財政編の基礎知
識です。
P40～P42は10月24日世界ポリオデーに向けての啓
蒙記事です
最後に、縦組みSPEECH欄。2700地区IM基調講
演での宮田慶一 日本銀行金融機構局審議役の「ラグ
ビーから学んだ和の心」自身のラグビー人生から得た
貴重なメッセージ。特に、P8中段よりラグビーの神髄
とロータリーシップが「ラグビー憲章」とロータリーの
活動と重ね合わせて話されています。『One for All，
All for One』で纏められています。
プ ロ グ ラ ム
外部卓話「私のキセキとキズナ」
米山奨学生 付 靖秋 様
卓話に入る前に、このたびの
台風被害に際し、心よりお見舞
いを申し上げます。君津市の一
日も早い復旧をお祈り申し上げ
ます。私は一時帰国した際に、
ネットニュースで君津の被害情
報を知り、心配しておりました。
では、本題に入らせていただき
ます。
皆さん、こんにちは。君津ロータリークラブでお世話
になっている付靖秋と申します。
苗字は付です。普段は「ふっくん」と呼んでいただ
ければ嬉しいと思います。千葉大学大学院に所属し、
公共社会科学専攻の修士2年生で、来年3月に卒業する
予定です。
まずは私の出身について紹介します。
私は中国の東方部、北朝鮮のとなりにある吉林省長
春市の生まれ育ちです。長春市は中国のデトロイトと
呼ばれ、自動車産業の町です。また、冬が長いのが特
徴です。およそ半年間は冬で、寒い環境に恵まれてい

ることで、冬場の氷灯は有名です。氷灯とは、氷を彫
刻したり、積み上げたりして、城や楼閣を作って、氷
の中にフルカラーの電球を入れて、ライトアップしたも
のです。また、歴史的には日本と関わりが多くて、満洲
国の首都として建物群がたくさん残っています。今で
も、漢民族、地元の満州族、朝鮮族が融合されて、多
様な文化が味わえるところです。
私は一人っ子で、ひとり親家庭です。小学生の時、
両親が離婚して、母が私を育ててくれました。母は物
流会社に勤めています。大学の時に、母は再婚して、
新しい家族を作り、小学生の妹がいます。
続いて、なぜ日本に留学しに来たのか理由について
説明します。
簡潔にまとめると、それは「日本という観光大国を
もっと知りたい、自分の見聞を広げたい」からです。日
本留学は高校時代からの憧れでした。アニメやマンガ
がきっかけとして、日本の風景、四季の風物詩に夢中
になっていました。例えば、アニメに登場したお祭りや
初詣という行事イベントに興味を持って、異文化を体
験したいと思っていました。一方で、言葉は文化と切
り離せない存在だと言われているように、私はより一
層日本文化を理解したいと思い、高校の時から日本語
の独学をはじめ、中国の大学に進学した際に、迷わず
に観光産業向けの日本語専攻を選び、日本語を学び続
けていました。学部では、千葉県館山出身の日本人教
師と出会いました。その先生の授業で、「チーバくん」
の千葉県の観光地をはじめ、よく日本各地の旅行に思
いをはせました。私はアルバイトで旅費を稼ぎ、5年
前の夏休みに人生初の海外旅行、日本に参りました。
それは新鮮な驚きに溢れた短期滞在でしたが、とても
楽しい体験でした。帰国する飛行機へ搭乗した際に、
「もっと語学力と日本文化の理解を向上し、たくさんの
地域に訪問して、より多くの日本の方々と交流したい」
という物足りない気持ちは、留学の原動力だと追憶し
ています。帰国後、直ぐに語学資格を取得して、大学
のダブルディグリー制度を活用して、学部3年生の時に
滋賀県にある大学に留学しに参りました。学部時代の
滞在時間を活用して、日本の半分以上の都道府県を旅
行してきました。そして、日本の大学を卒業してから、
今の千葉大学大学院に進学しました。
以上のことで、私は日本留学という憧れを実現しま
した。日本に来る前のイメージと来てからのイメージで
違うことについて、一番印象に残ったのは「伝統と革
新の共存」です。日本は先端技術や経済発展の国で、
どこでも東京のように高層ビル群の現代アートが多い
と思いました。しかし、日本で生活していて、神社、お
寺、お祭りや年中行事がたくさんあることがわかりまし
た。特に、伝統的な行事は、今でも守られています。中
国では、例えば、正月の時に初詣等の伝統習慣があり
ましたが、今はだんだん失われているのが現状で、そ

の革新はなかなか日本のように共存できないと思いま
す。一方でイメージ通りに、印象深いのは「人に迷惑
をかけてはいけない」ことです。電車の内で電話をか
けないことや、自然に行列に並ぶこと等、日本ならでは
の文化でしょう。最初の時は、納得できないところで
すが、「郷に入っては郷に従え」、今はその文化を受け
入れました。
説明が遅れましたが、次に私の研究について紹介し
ます。
私が取り込んでいる研究分野はマーケティングサイ
エンス、マーケティングリサーチです。簡単に説明する
と、顧客管理や購買行動のデータを分析し、施策効果
の予測やビジネス企画、経営戦略の意思決定をサポー
トする実務的な分野です。研究内容は、訪日外国人旅
行者を対象に、旅行者の人口属性を考慮した上で、効
果的な広告宣伝方法を評価・提案することです。それ
によって、企業・自治体側にとって、広告費のコストダ
ウンや観光まちづくりに貢献したいと思います。一方
で、訪日外国人旅行者にとって、一人ひとりのニーズ
や属性に応じて、必要な情報を的確に手に入れること
の実現に寄与したいと思います。
私の夢は、日本の魅力的な観光資源を世界に繋げ
て、地域観光まちづくり・日本と世界の相互理解の促
進に貢献することです。しかし、たくさんの地域に訪問
した私は、地域の人口過疎化、高齢化によって、人手
不足という問題を痛感しました。実際に、学部の卒業
研究のために、教授と一緒に岐阜県飛騨市と栃木県日
光市の鬼怒川に訪問したことがあります。町の施設は
全体的に老朽化し、衰退しているように見えました。
町の商工観光課の方の話によると、観光まちづくりを
取り組んでいる一方で、その具体策や人手不足で対応
しきれないのが現状だと伺いました。更に近年にその
地域に来る訪日外国人観光客が増加し、インバウンド
の受け入れも大きな課題になっています。町の人口が
少なくなることで、観光産業を含める地域産業は成り
立たないと思います。それに対して、私の研究の延長
線として、旅行者の嗜好が多様化していることで、あ
らゆる場面で蓄積されたビッグデータを利活用して、
一人ひとりのニーズや属性に応じるマーケティング施
策が必要になっています。そこで、私はそういう日本観
光に関する課題をより実務的に解決したいと思い、最
先端技術を駆使している日本の大手IT企業への就職を
決めました。そちらを通じて、地域の人手不足の解消
や、訪日外国人観光客の受け入れ環境の充実を向上さ
せたいと考えております。
続いて、ロータリーとの関わりについてお話させて
いただきます。私は同じ中国の大学の奨学生の先輩か
らロータリークラブという組織を初めて知りました。先
輩はよくSNSでロータリアンたちと一緒に奉仕活動に
参加し、活動の写真を共有してもらっていたことを通

じて、ロータリーは国と国、人と人との相互理解を促進
するというイメージを受けて、奨学生選考に応募させ
ていただきました。
そして、特に米山奨学生になってから、肌感覚で
ロータリーに対する理解を深めてきました。例えば、お
世話クラブの君津ロータリークラブの例会において、
ロータリアンたちから暖かい歓迎の言葉、カウンセラー
の廣田さんの駅までの出迎えや就職活動中の私に「ま
だまだこれから！」という応援のメッセージ、初めて
鈴木さんと手を繋いだ際に、「手は冷たいけれども、
心は暖かい」と言いながらの微笑み、一緒に君津駅前
の花植え等の奉仕活動への参加。そういういろいろな
ことを通じて、ロータリーは異業種交流の職業奉仕か
ら、社会奉仕、国際奉仕まで、「人に思いやりを持つこ
と」、「助け合い」、「お互いに理解してもらうこと」
を、私も非常に共感しています。
ロータリーの米山奨学生になってから、あっという間
に半年が経ちました。実生活で変わったことは主に2点
あります。1点目は、より多く、様々な人と交流できま
した。国籍の違う奨学生同士やカウンセラーをはじめ、
異業種のロータリアンたち、米山学友会の先輩たちま
で、幅広いネットワークを作ることができて、交流の場
で知らなかったことを相互理解しています。ロータリー
の活動を通じて、絆を深めて、これまで異国で一人で
生活している私にとっては、それがファミリーのような
存在だと考えています。2点目は、ロータリーでの活動
を通じて、母国と日本の架け橋になっていくことです。
千葉市親子三代祭りで御神輿を担ぐことを体験し、
日本伝統文化をより近い距離で、理解を深めてきまし
た。日本の魅力や感覚をSNSで家族や友人に発信し、
日本により良いイメージをもたらすように努力していま
す。一方で、インターアクト年次大会に参加させてい
ただくことで、千葉県の高校生に初めて母国のことを
紹介し、日中友好を次世代に伝えることができました。
また、たくさんの活動に参加させていただきました。
一番びっくりしたことは、ロータリアンたちは自分の本
業があるにもかかわらず、時間を取り、地域・社会奉仕
活動に熱心に取り組んでいることです。
中国のことわざですが、「水を飲むときに、その井
戸を掘ってくれた人の恩は忘れてはならない」、皆さ
んの支援を受けている私は、その奉仕の気持ちを忘れ
てはならないです。私は、そういう奉仕の気持ちで地
域創生を支え、平和・友好の架け橋として社会に貢献
したいと考えています。奨学期間後にも、ロータリアン
たちとの繋がりを維持しながら、キズナを深めて、共に
「奉仕の輪」を広げ、国際親善・世界平和に少しでも
力になりたいと思います。
最後に、ロータリアンたちのご支援を受けることで、
研究・就職活動に専念することができ、第一志望の日
本企業から内定をいただきました。また、ご支援を活

用し、日本のたくさんの場所を訪れることもでき、地域
とのコミュニケーションや異文化の相互理解を促進し
ています。私は皆さんからのご支援に、心よりお礼申し
上げたいと思います。
私の卓話は以上になります。ご清聴ありがとうござ
いました。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子
台風被災されました皆様、お見舞申
し上げます。甲府東との合同例会、
とても楽しく勇気づけられました。
ラグビーも日本代表頑張っていま
す。私達も災害に負けず頑張りま
しょう。
武田富士子
台風15号の被害など会員の皆様方
も大変だった事とお見舞申し上げま
す。停電でこれほど生活に支障が伴
うものかと痛感しました。でも、多
くの方々より見舞の言葉だったり支
援だったりと、人の温かな気持ちと
交友に感謝します。
中村 圭一
明日10月8日は37回目の記念日で
す。本当にあっという間ですね！
息を止めている1分間は長く感じま
す。37年間という時間の経つのが
早く感じるのは、「楽しい」からだ
と思っています。これからも楽しく
日々が早く過ぎるよう心身を健康に
保ち、家族、社会の為に過ごしてい
きたいと思います。
大住 昌弘
台風被害にあわれ、また、いまだに
復旧できていない方々に一言、お見
舞い申し上げます。次の台風17号
直撃寸前に長崎ハウステンボスの
9/21九州一花火大会に行って来ま
した。天候のピンポイントで迫力満
点の一夜を満喫しました。その冒頭
で、司会者から「君が代」の斉唱を
促されました。やや、唐突感はあっ
たのですが、立って歌い始めたとこ
ろ、周りを見れば殆ど椅子に座りっ
放しで声も聞こえません。はるかか
なたから若者達一団の大きな声。歌
詞に反発する確信犯もいるのでしょ
うが、色々背景はあるにせよ、こう
した国歌を歌うことに慣れていない
国民には主催者側が雰囲気作りをし
ながら盛り上げるしかないか？
佐々木昭博
台風で中止になって以来久しぶりの
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例会ですね。未々台風のつめ跡が
残っていますが、少しでも地域貢献
出来るよう頑張っていきます。
今回の台風15号にて被災されました
方々様、心よりお見舞い申し上げま
す。弊社も大きな影響を受けました
が、社員やスタッフと一丸になれる
チャンスだと思い、頑張っていこう
と思います。
15号の台風による被害復旧もまだま
だの箇所も多い中で、台風19号の進
路が心配ですね。次週12日には恒例
の枝豆収穫祭も控えており、日本列
島、特に千葉県への影響は無しでお
願いしたいものです。ラグビーワー
ルドカップでの日本の活躍、本当に
凄いですね。アイルランド戦は、
甲府東RCとの合同例会のバスの中
で、何故か日本の得点の際は電波事
情が悪く、ほとんど生では見ること
ができませんでしたが、サモア戦は
TV観戦でしたが、生で応援できま
した。
付靖秋様、卓話ありがとうございま
した。
台風15号恐るべしでした。命の危険
を感じる2時間半での通勤と、蒸し
風呂状態の中での自家発電による営
業…。でも皆様の方が大変だったと
思います。お見舞申し上げます。
付靖秋君、本日は卓話をありがとう
ございました。甲府東RCとの合同
例会に参加された皆さんお疲れ様で
した。米山梅吉翁に習い、共にロー
タリー活動を頑張りましょう！
付 靖秋様、卓話ありがとうござい
ました。感謝申し上げます。
台風大変でしたね。久しぶりの例
会、楽しみに来ました。皆様にお会
い出来て、とても嬉しいです。
皆様、お久しぶりです。まる1ヶ月
の休会で、9月は色々な事があり、
皆様大変だったと思います。私も大
変でした。
台風の対応大変でした。改めて事前
準備の必要性を感じました。
ラグビーワールドカップ、13日は最
高に盛り上がるつもりです。その後
は冷静を取り戻したいと思います。
自分もまたプレーしようとなんて思
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わないように！
記念日・誕生日の皆様おめでとうご
ざいます。台風被害で大変ですが、
前を向いて参りましょう。
ご無沙汰しております。皆様お元気
そうで安心しました。台風15号大丈
夫でしたか。
先日の甲府との合同例会に参加され
た方々、ご苦労様でした。帰りのバ
スの中で見た途切れ途切れのアイル
ランド戦、感動しました。いい思い
出になりました。
皆様こんにちは。台風被害にあわ
れた方におかれましてはお見舞申し
上げます。久しぶりに皆様にお会い
して、元気なので良かったです。付
君、卓話ありがとうございました。
ラグビー凄いですね。テレビの前で
大声を上げて応援しています！！
皆さんこんにちは。久しぶりの例会
です。先月の台風15号から約1ヶ月
が経ちますが、まだまだ停電や断水
が続いている所があるそうです。一
日も早い復旧を望みます。
皆さん台風後の対応は済みましたで
しょうか？色々とご苦労様でした。
当社は職業柄、ユニック車やウィン
チ、二段梯子、脚立等の機材を備え
ております。お手伝いできることが
あれば、ご相談にのりたいと思いま
す。（謝礼は生ビールでお願いしま
す）
私の記念日のお花を、昨日いただき
ました。29年になります。
台風以来、久しぶりの例会です。当
社はNTTのシステム障害にて未だ
電話、FAX、ネット環境が整いま
せん。皆様にはご迷惑をお掛けして
おります。誕生祝いありがとうござ
います。RC活動頑張ります。
皆様お久しぶりです。今月は色々イ
ベントがあります。台風に負けず、
頑張りたいと思います！！
付さん卓話ありがとうございます。
そして、誕生日祝いをいただきまし
て、心より御礼申し上げます。台風
19号が大きな影響を及ぼさないよう
にお祈りと備えを確実にしていきた
いと思います。
付靖秋さん、卓話ありがとうござい

吉野 和弘
宮本 茂一

大森

俊介

坂本

直樹

ます。お誕生日の品ありがとうござ
います。
66才に14日でなります。
皆様大変お久しぶりです！大変な
1ヶ月間でしたね。でも油断は禁
物、今週末でかい台風が来るかも。
皆様準備をかかさずに！
皆様お久しぶりです。何かと大変な
事も多かったですが、これからも頑
張ります。
先週の土曜日、娘の保育園の運動会
に参加してきました。先月は台風15
号の被害をはじめ、心身ともに疲れ
きった1ヶ月でしたが、一生懸命に
なって頑張る園児達の姿を見て、元
気をもらえた1日でした。

