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開 始 点 鐘 中村圭一副会長
Ｒ ソ ン グ それでこそロータリー
四 つのテスト 篠塚 知美会員
【 出 席 報 告 】 免除者３名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2104

58

55

38

17

69.09 ％

2103

58

55

30

25

54.54 ％

前々回の修正

メークアップ

0名 76.36 ％
（敬称略）

会長挨拶及び報告

中村圭一副会長
9月20日から始まったラグビーワールドカップ
は、いよいよ来週11月2日に決勝戦と1日の三位決
定戦を残すのみとなりました。
ラグビーワールドカップはオリンピック、サッ
カーワールドカップと並ぶ世界3大スポーツ祭典で
す。ラグビーは世界で850万人が週に一回以上プ
レーしているといわれるメジャースポーツですが日
本ではこれまでそれほど注目を集めるスポーツとは
言えませんでした。
日本のラグビーは百数十年の歴史があるとのこと
ですが、実力的には昭和45年前後の一時期を除い
ては誇るべきものはなく、2011年ごろに今回2019
年のワールドカップ日本開催が決まった後も、日本
なんかで開催できるのかという疑念が常についてま
わっていました。
その疑念を一瞬にして雲散霧消させ、日本ラグ
ビーを世界に認めさせた、まさに歴史を変えたのが
2015年9月19日のイングランドワールドカップでの
南アフリカからの勝利でした。これ以降、日本での
開催に公然と反対する勢力はなくなりましたが、日
本開催の収益性については、つねに大きな疑義がも
たれていました。
そのような懸念が払拭されないまま、ついに9
月20日の開催を迎えました。それ以降の盛り上が
りについては皆さんご承知のとおりです。日本・
スコットランド戦の視聴率は40％超え、瞬間では
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57％という数字です。これは地上波のみのデータ
ですが、これまでのワールドカップでの新記録。ま
た各地にスタジアム観戦できない方むけのファン
ゾーンがありますが、これの入場者も102万人を超
え、これも世界新記録だそうです。なぜこれほどま
でラグビーの人気が高まったのか。もちろん日本代
表の強さということがもっとも大きな理由ですが、
「強さ」だけに惹かれているのではないと思うのは
私だけでしょうか。
ラグビーにはラグビー憲章というのがあり、それ
は品位、情熱、結束、規律、尊重という5つの単語
に集約されています。この5つはまさに武士道精神
に通じるものがあります。ラグビーの観戦に日本中
が夢中になっているのは、日本人が、ラグビー観戦
を通じで、本来日本人がもっている精神基盤を揺り
動かされ、それに目覚め、心地よい感動を経験して
いるのではないかと。
ワールドカップの試合はどのチームの試合を見て
も、この5つの単語が常にほとばしっています。そ
れは、ワールドカップに出場している全ての選手が
最高の選りすぐられた選手であり、5つの理念を体
現している最強の選手だからです。
はっきり申し上げて、私がラグビーをやっていた
ころのような弱小チームの試合では、このような感
動を得ることはできない。これは残念ですが、断言
します。せっかく立派な理念があっても、それを理
解し、実際の試合で体現できるだけの精神、肉体が
なければ、理念がないのと同じです。
これはロータリー活動をはじめとして、あらゆる
社会活動に当てはまることと思います。しっかりと
した理念を持ち、それにふさわしい精神、行動をと
ることによって、社会に貢献していきたいものと思
います。
ワールドカップあと2試合、ビール片手にラグ
ビーを心から楽しみたいと思います。
報
告
１．先週は駅前花壇の花植え準備作業、お疲れ様でし
た。
本日のプログラムは花植えです。後程、社会奉仕委
員会の茂田委員長より報告をお願いします。
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２．10月26日(土)、きみつ花火が開催されました。
当クラブからも沢山の方がお手伝いに参加されまし
た。お疲れ様でした。
幹
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武田富士子幹事

〈配布物〉
１．ロータリー米山記念奨学会より2019-20年度版「豆
辞典」
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜富津中央RC＞
①日時：10月31日(木) 時間変更
点鐘：18時30分
理由：新入会員歓迎会
②日時：11月7日(木)を11月10日(日)に変更
理由：親睦日帰り旅行
２．10月29日(火)君津特別支援学校にて1000ケ所ミニ
集会が開催されます。
時間：午前9時30分～11時45分
出席：内山会長
３．11月7日(木)スリランカセミナーが開催されます。
時間：登録13時 セミナー13時30分～15時30分
場所：ホテルポートプラザちば
出席：内山会長、吉野会員、黒岩会員、
鈴木会員、大住会員、村上会員
４．11月9日(土)ＲＹＬＡ実行委員会会議が開催されま
す。
時間：13時～17時
場所：富山ふれあいコミュニティセンター
出席：地区ＲＹＬＡ委員長 黒岩会員、
地区ＲＹＬＡ委員 内藤会員、
RYＬＡ実行委員 佐々木会員
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．夜間例会の出欠の案内
委 員 会 報 告
社会奉仕委員会
「駅前花壇の花植え」について
実施日：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）

茂田秀和会員

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会長エレクト挨拶―荒井潤一郎
・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。

ニコニコＢＯＸ
中村 圭一
本日は内山会長の代理で会長挨拶を
させていただきました。ご清聴あり
がとうございました。
武田富士子
週末の旅行が、この二ヶ月間の間に
3回ありました。鹿児島商工会議所
女性会連合会の大会、軽井沢への子
供の幼稚時の役員の年一度の旅、そ
して25、26日と佐渡へ全国女性会
の会の旅でした。楽しかったのです
が、留守の間の大雨です。私の体も
悲鳴をあげています。でも、本日の
花植え頑張ります。皆様よろしく!
隈元 雅博
本日の周西中学校の生徒との花植え
作業よろしくお願いします。ラグ
ビー日本代表の活躍によって、結果
だけではなく献身的なワンチームで
ある姿勢が感動を呼んでいます。大
人が姿勢を示し感動し、子供たちが
興味をもって裾野が広がる。それは
我々のロータリー活動でも同じこと
が言えると思います。これからも
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ロータリー活動を頑張ります!
先週土曜日のきみつ秋花火大会は、
天気に恵まれ、去年の途中中止の鬱
憤をはらすかの様な、素晴らしい見
ごたえの有る花火でした。来年も頑
張りましょう。
先週金曜日は、これだけ自然災害が
続く中、正直、油断していました。
工場との連絡道は冠水し、社員の帰
宅はてんやわんや。私は東京にて所
用あるも、内房線が全面運休し、高
速バスが動いているというので、な
んとか大幅な遅刻で済みました。危
険予知レベルをもっと上げねば、と
大いに反省しました。皆様いかがで
したか?
ラグビーに続き、世界の豪華メン
バーが揃ったPGAツアーの日本国
内初開催でしたが、TV生中継さ
れ、松山選手の活躍もあって盛り上
がりました。各スポーツにおける日
本メンバーの存在感が増す中、ビジ
ネス面でも、そうあるべく取り組ん
でいきたいところです。
今度は、大雨恐るべし。内房線が止
まり車は大渋滞で、部下が5時間か
けて佐倉まで車で帰りました。これ
以上の災害が無いことを祈ります。
先週土曜日の君津秋花火とても綺麗
で感動しました。最近出席できずに
申し訳ありませんでした。本日も途
中で早退させていただきます。
大雨大変でした。帰宅は行員で、相
乗りにて千葉まで帰りました。
先週の例会は、千葉県産業衛生大会
に出席のために欠席して申し訳ござ
いませんでした。お陰様で安全管理
優良事業場として「千葉県労働基準
協会連合会会長賞」を受賞すること
が出来て大変喜んでいるところで
す。
先週の土曜日に君津秋花火に行って
参りました。すごくきれいで感動し
ました。「花火ビンゴ」なるものを
初めて体験しました。ご対応頂いた
皆さん、大変お疲れ様でした。
11月23日(土)の市場まつりのチラシ
とポスターを配らせていただきまし
た。お手間をおかけしますが、ご協
力をお願い致します。
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秋花火、大成功でした。頑張って準
備した甲斐がありました。まだ、疲
れが残っていますが、今日の花植え
も頑張りますね。
一人で観ましたが、「秋花火」良
かったです。これからは良い事が続
きますように!
先週金曜日の大雨は大変でしたね。
今年、4つの自動車イベントにエン
トリーしましたが、台風、大雨で全
て中止になってしまいました。こん
な事初めてで、驚いています。どう
なっているんですかね…。
秋花火、お手伝いされた会員の皆様
のおかげで、素晴らしい花火を見れ
ました。感動しました!!ありがとう
ございます!!
   10月26日、きみつ秋花火が開催さ
れ、盛大に終わることができまし
た。ありがとうございました。
先週は、急遽妻から子守りを仰せ
つかり、娘の例会出席のご対応助か
りました。花抜き作業も楽しかった
様で、妻に嬉しそうに話していまし
た。ありがとうございました。
  15号、19号、21号の大雨・台風被害
の影響で、保険の支払対応が、通常
の5倍以上になっております。本日
も花植作業に参加できずに大変申し
訳ありません。
   先日の大雨で被災された方々、お見
舞い申し上げます。私は茂原に住ん
でいますが、今回の被災は間逃れま
した。台風15号、19号、21号の3つ
の台風が千葉を襲いましたが、私は
いずれも自宅に居なかったので、か
みさんから怒られてしまいました。
夫婦間の復旧に、時間とお金がかか
りそうです。
    早いもので、今年もあと2ヶ月余
り、令和元年もあと2ヶ月です。来
年につながる2ヶ月を過ごしたいと
思います。
秋花火とても良かったです。お疲れ
様でした。
本日の花植え宜しくお願いします。
   本日は所用により途中退席させてい
ただきます。花植え作業に参加出来
なくて申し訳ありません。
今日は花植えお手伝いできず、すみ
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ません。
先週末の雨は凄かったですね。全国
的に「市原市の河川氾濫で避難指
示」と報道されましたので、ご無沙
汰の親戚はじめ多くの方々からご心
配の電話やメールを頂きました。我
が家は特に問題なかったのですが、
牛久や加茂の方は結構大変なようで
す。15号で大きな被害があり、皆で
備えた19号は千葉では予想したより
被害が少なく、安心していたところ
に虚をついたような今回の豪雨でし
たね。備えあれば憂いなしです。本
日の花植えに参加できずに申し訳ご
ざいません。
台風と大雨で皆さん大変だったと思
います。今日の花植えは協力して
しっかりやりましょう。

君津駅前花壇の花植え作業の様子（R1.10.28）

