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開 始 点 鐘 内山貴美子会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
四 つのテスト 秋元ゆかり会員
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前々回の修正

メークアップ

9名 45.45 ％
（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！
台風19号を被災されました会員の皆様お見舞い
申し上げます。
15号の爪痕がまだ残る今回の19号でしたが今回
は他の地域の方々の被災が甚大でした。本当に何と
言っていいのか？どうしたらいいのか？まとまりが
つきません。
楽しみにしていました当クラブの枝豆収穫祭も中
止ということで皆様には残念な思いをさせてしまい
ました。おいしい枝豆は来年に期待しましょう！
さて、昨夜のラグビー日本対南アフリカの試合を
テレビで観戦された方は多いと思います。日本代表
チームは本当によく頑張ってくれたと思います。辛
いニュースが多いなか私たちに明るい希望を与えて
くれました。
負けてはしまいましたがラグビーを通しての本当
の人間のあり方を教えてくれました。代表のメン
バーは各国から日本代表になった人も多いと思いま
す。
いったん桜のユニフォームを着たら日本人です。
キャプテンのリーチ マイケルは「このチームはダ
イバーシティー、いろんな国の人がいる。もっと日
本のことを知ってもらわないといけない」と一生懸
命日本人になろうとし、日本語、日本の習慣、文化
はもとより、「知ることで日本が好きになるし、
もっと頑張らなければいけないと思うようになる」
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と、君が代の意味を学び、君が代の由来のさざれ石
を宮崎県日向市の大御神社に見学に行き本殿でお祓
いも受けました。日本人以上に日本のことを理解し
てくれました。1人1人が共に手を繋ぎ膨れあい、
さざれ石のごとく大きな仲間、チームになっていき
ました。そして何よりも誇りをもって、心を込めて
チームの為、日本の為そして世界の為に君が代を
歌ってくれました。これはこれから多くの人々が、
国や性別に関係なく一つになるという日本の未来の
あり方であると思います。そしてロータリーの示す
方向であると思います。
君が代は世界一美しい国家だと思います。
明日は即位礼正殿の儀が行われます。即位される
天皇にとっても天災等の多くの苦難がありますが、
ここは心を込めて私たちが君が代を歌いさざれ石に
なっていきましょう。
ロータリーも奉仕の理想を大きな声で歌い実践し
共に手を取り合って、さざれ石になりましょう！
報
告
１．第4回理事会が10月7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副会長のバッチについて
継承バッチを購入する(18K)
③君津中央公民館 学校支援事業参加について
職業奉仕委員会より改めて詳細確認し、当クラブよ
り1社の協力を募る
④学校運営協議会より周西南中学校の台風被害による
ゴミ収集依頼について行政がやるべきことではない
か？周西南中学校だけに特化して協力すべきか？何
を求められているかを再確認し再協議する。
⑤台風15号による被災地域支援について（ガバナー事
務所より）
クラブ内の状況を確認した上で、クラブとしてどう
行動するか決定
⑥親子枝豆収穫祭について
台風2回の上陸により枝豆の状態もあまりよくないの
で畑主より案内がありそのまま返却（今年度は収穫
しません）
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⑦駅前花壇の花植えについて
プラン・見積もり承認
⑧11月11日の夜間例会について
10月行事の慰労会
⑨第5グループ情報研修会発表者について
個別に依頼調整中
⑩ロータリーデー旗購入について
例年使用するので、クラブにて購入(保有)する
⑪君津ウルトラマラソン開催中止に伴う協賛金につい
て
次回の開催に繰越し利用して頂く
⑫出前教室について
12月17日周西中学校、1月八重原中（日程調整中）、
2月7日周西小学校にて開催調整中
⑬指名委員会開催について
議題：次期役員選出
委員長：永嶌直前会長
   出席：釼持・宮本・鈴木・隈元・永嶌・内山・中村・
  武田・荒井
⑭ガバナーノミニー・デグジネート公表 松戸RC 小
倉純夫
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より特別
寄付をされた廣田会員、鈴木会員に感謝状が届いて
いますのでお渡しします。
米山功労者第9回マルチプル 廣田会員
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〈配布物〉
１．ロータリーの友（10月号）
２．ガバナー月信（10月号）
３．会員名簿

武田富士子幹事

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
①日時：11月7日(木) 休会
理由：定款第8条第1節C項による
②日時：11月21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：11月1６日(土) 移動例会(11月11日の例会分)
場所：木更津ビューホテル
内容：第5グループ情報研修会参加のため
②日時：11月24日(日)～25日(月) 移動例会
場所：富士山温泉方面
内容：親睦旅行
２．10月28日(月)次回例会終了後、周西中学校の生徒さ
んと一緒に駅前花壇の花植えを実施します。皆さん
ご協力をお願いします。詳細については、次週、茂
田社会奉仕委員長より報告をお願いします。
３．先週より米山梅吉記念館賛助会の会費を集金して
います。会費は3000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。

米山功労者第3回マルチプル 鈴木会員

〈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．花植え作業の出欠の案内
５．きみつ秋花火のチケット希望者案内
６．日台ロータリー親善会議（福岡大会）の案内
７．コーディネーターNEWS（11月号）
８．The Rotarian 英語版
９．風の便りVol15
１０．ハイライトよねやま（Vol235）
１１．スリランカセミナーの出欠について

委 員 会 報 告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」紹介

大住昌弘会員
公共イメージ向上委員会にて久しぶりにロータリー
の友の内容を紹介します。
１．まず、横組みP8～今年度新たにRI会長になった
マーク・ダニエル・マローニー会長が8月上旬に日本
を訪問しました。マローニーさんは日本びいきらし
く、日本への訪問が本人は今回で9回目、奥さんのゲ
イさんは7回目ということで、マローニーさんのRI会
長として初めての海外訪問先を日本に選んだようで
す。今回の訪問先は、青森県八戸、福島県浪江と相
馬・双葉町、東京、鎌倉、名古屋で、8/3～10精力的
に各地のロータリアンと交流しました。P18真ん中の
列にありますが、今回の訪問の目的には、かつてホ
ストファミリーとして預かった留学生が若くして亡く
なり、そのお墓参りもあったようです。
２．次に、P19～。今月は米山月間ということで特集
が組まれています。今年の7月末にモンゴルのウラ
ンバートルにて第2回世界大会が開催された様子が
記載されています。日本のロータリアンが200人以
上出席されたということですが、当クラブの鈴木パ
スト会長が参加され、ラインで臨場感ある写真など
を送っていただきました。P19の全体写真のどこに
映っているか虫眼鏡で探しましたが見つかりませ
ん。
３．P30～ロータリー100年史作成に当たって編纂委員
の対話があります。その一人の安平さんが、日本の
ロータリークラブ歴史の流れがあるが、最近RIが資
金力による活動など大企業の論理で考えているよう
に思う、と発言されています。私は日ごろRIの活動
は機関誌等で知るしかありませんが、確かのそうい
う面があるように思います。こうしたロータリーの取
組みについて、100年史が発刊されたら、あらためて
勉強したいと思います。
４．P34～「侃侃諤諤」で例会の服装やロータリーバッ
ジなどいわゆるドレスコードの話題が出ています。こ
れを見ると、普段作業服で参加できるわがクラブは
ありがたいと思いました。P37に、次回テーマ「例会
の席について」が募集されています。本日締切りで
すが、色々努力されている親睦委員会から原稿を出
されたらいかがでしょうか？
５．P38～。幼少の頃、ポリオにかかってしまったロー
タリアンの話です。井戸水からの感染が原因のよう
ですが、お母様の苦しみ、息子への申し訳なさが彼
女の手記からにじみ出ています。私より少し年上の
方ですが、同時代に地方で同じような生活環境に
育った身として、この記事はちょっとショッキングで
した。ポリオがもうすっかり過去になったこの国で、

我々はつい最近まで間近にあったことを忘れていま
す。これまでのポリオ撲滅の活動のおかげだとあら
ためて認識しました。
６．横組みP4～。地域の農業や漁業の従事者と住民に
よる地産地消に、地方創生のヒントを見出そうと活
動している先生のお話しです。わが君津も豊かな自
然を生かし切っていないかもしれません。
７．最後に、横組みP21．インフルエンザの話です。
過去のパンデミックで死亡者が、1918年発生したス
ペイン風邪で4000万人から8000万人（日本で40万
人）、1957年のアジア風邪で200万人、1968年の香
港風邪で100万人とのこと。飛沫感染を防ぐため、マ
スク、手洗い、うがいが必須です。今年は夏から感
染情報が出ています。早めの予防注射を忘れずに！
ニコニコＢＯＸ
内山貴美子
本日の駅前花壇の花植え、準備作業
ご協力宜しくお願いします。本日席
替え抽選大当たりでした。これから
良いことの始まりでありますよう
に！
武田富士子
台風の被災などで大変な方々にお見
舞い致します。私は自分も被災の1
人と思ってしまったのですが、先の
19号の川の決壊などで水没した地域
の方々に対して安易に被災と言って
しまった自分自身に反省です。何か
協力できる事があれば応援したいも
のです。
茂田 秀和
49才になりましたが、今年は何か
良くないです。梅雨の長雨で、駅前
の花が枯れちゃうし、台風で枝豆収
穫できないし、来週の花植え前に台
風また来てる…。こんな時もあるん
だなぁ。痩せる思い…なのに痩せな
い。
川名 正志
早退致します。誕生日の品ありがと
うございます。
原田 健夫
いよいよ明日は「即位の礼正殿の
儀」ですね。11/10のパレードは是
非、この肉眼で見たいものです。今
日は花壇の整備、頑張ります。
隈元 雅博
本日の花抜き作業よろしくお願いし
ます。まだまだ台風の爪痕が残って
おり、大変な最中とは思われます
が、今だからこそ私たちができるボ
ランティア活動を行って参りましょ
う。これからもロータリー活動を頑
張ります！
内山 雅博
台風20、21号が向かってきていま
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す。過去、日本に上陸した10/21以
降の台風は3号あり1番遅かったの
は平成2年11月30日の28号だそうで
す。今回は温帯低気圧に変わりそう
ですが、注意して対応します。
今日は花抜き頑張ります。
今年2度目の台風19号は君津来襲か
と思われ祈るばかりでしたが、思い
のほか他地域で犠牲者や被害が大き
く、びっくりしています。柏の自宅
の近くに利根川が大水になった時、
水を入れる調整区域がありますが、
いつも青々として水田一帯が大きな
湖のようになり、水の恐ろしさを実
感しました。犠牲になられた方々へ
のお悔やみと不明者や被災されたご
家族にお見舞い申しあげます。引き
続く20号、21号が大きな被害をも
たらさぬ様、祈るばかりです。
今日は来週の花植えをお手伝いでき
ないので、その分頑張ります。
先週、記念の花を頂戴しました。あ
りがとうございました。
所用で草取り欠席です。申し訳ござ
いません。
台風被害、奨学生の付君とフーチン
君のところは、被害なしとの連絡が
ありました。追記：フーチン君家族
9月にベトナムより来ました。やっ
と別居生活卒業です。
9月の台風15号発生以降、はじめて
の例会参加となります。製鉄所も大
きな被害を受けましたが、全所一丸
となって復旧に取り組んでいます。
皆さんこんにちは。本日の作業お手
伝いできず申し訳ありません。朝、
夕、肌寒くなってきました。風邪な
どひきませんようお気を付け下さ
い。
台風15号に次ぐ、19号、被災され
た関係の皆様にお見舞いを申し上
げます。昨日のワールドカップラ
グビー、日本チーム、史上初ベス
ト8進出なるもベスト4ならずでし
たが、"One Team"の威力に改めて
感銘を受けました。日頃から"One
Team"を実践すべく、頑張っていき
たいと思います。
   ラグビー残念でしたが、感動しまし
た。俄ファンになってしまいまし
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た。私事ですが、湿疹が体中に発生
し大変でした。今は完治しましたけ
ど。
花植準備頑張ります。
枝豆収穫祭が中止になり残念でし
た。本日の駅前花壇の草抜き、参加
できずすみません。
皆様こんにちは！！今日の花植え頑
張ります。
   長渕剛さんの映画「太陽の家」＋本
人によるLiveが開催されます。チ
ケット代12,500円は高いなー。昔は
4000円ぐらいだったのに…。木更
津で飲食のイベントがあり、お先に
失礼致します…。
   台風15号の被害が癒えぬまま、続々
と台風が到来しています。社内の防
災意識が高いうちに、様々な準備を
整えたいと思います。
大型台風が続き、大小皆様にも影響
があったと思いますが、気持ちだけ
でも負けない様に頑張りたいと思い
ます。
10/14に新事務所（木更津築地）に
移転し、10/15から業務開始しまし
た。新たな気持ちで、仕事、ロータ
リー頑張ります。
先週末は、会社の長期勤務功労の招
待で、家族で沖縄に行かせて頂きま
した。子供にひめゆりの塔の見学を
通じて戦争の悲惨さと平和の有難さ
を伝える目的は果たせました。

君津駅前花壇の花植え準備作業の様子（R1.10.21）

