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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 中村 圭一会員
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会長挨拶及び報告

内山貴美子会長
皆様、こんにちは。先週の夜間例会と昨日の情報
研修会に参加されました皆様お疲れさまでした。
さて、皆さんは何が食べたい？と聞いたら何と答
えますか？焼肉、ラーメン、お寿司といろいろ悩み
ますよね。
国連親善大使としてアグネス・チャンがフィリピ
ンに行ったとき女の子に「何かおいしいもので何が
食べたい？」と聞いたら「おいしいものって何？」
と答えが返ってきたそうです。
彼女は親戚の家に住んでいて、家の外での寝泊ま
り、かけ布団は土で真っ黒になった1度も洗ったこ
とのないような泥だらけの毛布で、ご飯はかぴかぴ
になっていて犬の茶碗のようなもので食べ、ご飯の
みしかなかったそうです。まるで外犬のような生活
です。何がおいしいか？と聞かれても、固くなった
ご飯しか食べていなかった彼女にはおいしいものが
何のことか、毎日それを食べることが当たり前に
なっていてわからなかったそうです。それでも親戚
の家に住ませてもらっているだけ良いと彼女は考え
ていたそうです。
この話を聞いたとき私はすごい衝撃を受けまし
た。今まで当たり前のように、いろいろな食べ物を
おいしい！まずい！といろいろ言いながら食べ、小
さいながらも家に住んで生活できる私は大変恵まれ
ているとつくづく感じました。
大きくなったら何になる？と子供に聞いたら大人
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になるまでに死んでしまうからということで大人に
なりたい！と答えが返ってきたことも衝撃でした。
ポリオワクチンを接種に行ったボランティアの人
に「ありがとう！ワクチンを接種してくれたのは僕
の妹なんだ！」と小児麻痺の少年が感謝しながら
言ったことも衝撃的でした。
世の中には、自分は恵まれていないとよく不平不
満を言っている人がいますが、上を見ればきりがあ
りません。でも自分より大変な環境でも不満も言わ
ず頑張っている人も沢山います。生きることに一生
懸命で不満がわからない人たちがたくさんいます。
今回の台風で私たちも被災しましたが、世界中の
人々の環境からすれば、大変だった台風もまだまだ
十分頑張れます！被災した自分たちも大変ですが、
気持ちを切り替えて、少しずつ自分たちのできるこ
とを頑張っていきましょう！私たちは素晴らしい仲
間がいます。まずは、身近な仲間たちを助け合い、
そして手をつなぎあい共につなぐ手を増やしていき
ましょう！頑張りましょう！
報
告
１．第5回理事会が11月11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会員家族親睦忘年例会について
日時：12月23日(月) 18時～
場所：ホテル千成
詳細：FAXにてご案内の通り
③スリランカプロジェクト及び11月25日の卓話につい
て
＊浄水器を予定通り85万円分寄贈する
＊本を小中学校7校へ寄贈(各4冊)
＊25日の卓話の際に、1口1万円で会員より寄付を募
り寄付された方へ本を配布する
④2020-21年度地区委員の推薦について
当クラブからは、鈴木会員、内藤会員を推薦する
⑤還暦のお祝いについて
例年通り、4色ボールペン
⑥赤い羽根共同募金について
例年通り、忘年例会にてチャリティーバザーを行い
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歳末たすけあい募金に10万円寄付する
⑦地区大会について
2月8日(土) 会長・幹事・地区委員長出席
2月9日(日) 会員全員対象
⑧2019年度手続き要覧の購入について
今年度は、理事に配布。他の会員は注文を募る
⑨次年度ガバナー公式訪問日程
8月24日(月)
⑩君津市福祉大会の後援について
例年通り後援
⑪その他
次回理事会：１2月2日(月)11時30分～ ホテル千成
２．11月16日(土)に、第5グループ情報研修会が開催さ
れました。
クラブを代表して、岡野会員と私(内山会長)が
「みんなで語ろう、我が自慢と弱点」
「女性目線での魅力あるロータリークラブとは」を
テーマに発表してきました。
出席された会員の皆様、お疲れ様でした。
３．今月はロータリ―財団月間です。私(内山会長)と武
田幹事、認証ポイントを利用して1000ドル寄付致し
ました。
幹

事

報

告

武田富士子幹事

〈配布物〉
１．ガバナー月信(11月号)
米山功労者：廣田会員・鈴木会員掲載
２．ロータリーの友(11月号)

〈報 告〉
１．11月20日(水)地区女性交流会が開催されます。
時間：受付15時30分～
開催：16時～18時30分
出席：内山会長
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．会員家族親睦忘年例会の出欠の案内
４．地区大会の出欠の案内
５．RYLAセミナー開催の案内
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
８．財団NEWS
９．きみつ秋花火のお礼状
１０．ハイライトよねやま

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
【左開き・横組みページ】

別府明人会員

①P8・9 未来の礎となる財団
日本の過去5年間の寄付額合計は約8,447万ドル(92
億円)でお隣の韓国より約500万ドル多い。しかし日本
の会員数は89千人であり1人当たりでは年間189ドルと
なり韓国の265ドルよりかなり低い。更に香港の451ド
ルに比べると1/2以下、シンガポールの615ドルと比べ
ると1/3と言った状況です。
アメリカは5年間寄付合計5億ドル近くと圧倒的な
金額。但し1人当たりでは245ドルと寄付の国として知
られている割には少ない。個人的な憶測ですがロータ
リー以外でも多くの場で寄付活動を行っているので
は。アメリカの日本に対する人口比率は2.6倍ですが
ロータリー会員比率は3.6倍とロータリーの広がりが多
いことが分かります。
②P12・13 私がロータリー財団に寄付する理由
左下段CASE2の大阪中央RCの辻川さんの理由、
１．社会課題を自己の問題として実感すること
障害者施設に平行棒を購入、身近な奉仕とその使
い方まで関与した
２．国際社会にインパクトのある奉仕ができること
例えば1人の力は小さくともポリオ撲滅と言った活
動に参加できること。
と言う理由は興味深いです。
③P19～ 揺るぎない友情 第15回ロータリー日韓親
善会議
日本と韓国の関係がこじれにこじれている中で開催
された。前回2017年のソウル開催では約1,000人の参
加者であったが、今回の仙台では672人の参加でした。
日韓両代表とも、このような時期だからこそロータ
リーが先頭に立って平和に向かって友好を深め影響を
与えて行かねばならないといった挨拶をされ、その通
りに親善会議も大いに盛り上がったという記事。
【右開き・縦組みページ】
①P4～ ポリオ根絶に向けてわがクラブの先輩
記事冒頭でポリオと言う病気に関しての記載。
わずか100年前にニューヨークで大流行し7,000人の
子供が亡くなった。
ポリオの特徴は感染しても多くの方が発症しないこ
と、1,000人に1人が体に麻痺が出るが、その他の人は
軽微な風邪のような症状が出る人が数％、他の殆どの

人は罹患に気が付かない。そして現時点ではポリオに
対する有効な治療法はない。
世界ではパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリア
の3国に20数人の患者がいる。
しかしその裏には1,000倍の保菌者がいるので根絶ま
での努力を続けなければならない。
記事の内容は、東京麹町ロータリークラブの大先輩
の2人がポリオ患者のひどい病状を眼にし予防活動を
決意。その活動のために幾度もインド入りして活動さ
れた。最後はお二人ともインドの風土病のような病気
で亡くなったと言う感動的な内容。
②P15 広場の愛 生徒、先生、地域を変えた支援に
感謝
2019年に閉校して幕を下ろした白石市立南中学校の
教頭先生が仙台レインボーロータリークラブの支援に
対してのお礼のあいさつを創立20周年記念式典でされ
た内容。
先生は閉校の1年前に学校へ赴任、実は学校の卒業
生でありかつ地域住民でもある方でつらい覚悟を持っ
て母校のクローザーとして赴任された。
ロータリークラブからの支援で閉校記念アルバム
を作ることとなった。面白いのは写真を撮るのはロー
タリークラブから寄付されたカメラで生徒自身である
こと。生徒や地域の方と写真を撮る活動の中で内向
きだった生徒の気持ちが感謝を伝えようと外を向くよ
うになった。その変化は先生方を変え、更には地域の
方々の気持ちを変えていった、というこちらも感動的な
話。
③P26 ロータリーアットワーク
ラグビーワールドカップに向け英会話教室を
開催
釜石東RCの皆さんが地域の中学生に対して41回も
英会話教室を行った記事。
これを機会に国際交流が盛んになることを期待との
記事。
盛り上がったラグビーワールドカップにロータリーも
しっかり貢献していたという嬉しい話。

プ ロ グ ラ ム
会員卓話
「地区会員増強・維持拡大セミナーに出席して」
武田富士子幹事

次第
１．新会員はロータリーに何を期待して入ってきたの
か？
２．現会員はロータリーの現状や将来をどう思っている
のか？
３．大量の新会員を増強したクラブの実践的方策
（高崎RCの場合）
４．新会員・現会員ともに楽しむクラブライフ
５．まとめ
詳細の内容については、本日発表した通りですが、
必要な方には個々に資料をお渡ししますのでお問合せ
下さい。
ニコニコＢＯＸ
内山貴美子
土曜日の情報研修会に参加されまし
た皆様お疲れ様でした。前回の夜間
例会いかがでしたでしょうか？これ
でロータリーは終わったようなもの
だよ！と前回言われましたが、まだ
7ヶ月あります。皆様今後もご協力
宜しくお願いします。
武田富士子
先日、第5グループ情報研修会に参
加してきました。内山会長発表文を
代読させて頂き、チョット武田節を
まぜながら発表して来ました。皆様
すばらしい発表をされていました。
そのせいなのか本日、月曜の感覚が
なくロータリーがある事さえ忘れて
いました。委員会はすっぽかし、卓
話が自分の番という事も…。皆様大
変申し訳ございません。こんな幹事
で。ゆるして。
中村 圭一
本日は4つのテストを担当させてい
ただきました。常に心にとめておか
ねばと思いつつ、必ず忘れてしまい
ます。自戒自戒の日々です。
荒井潤一郎
今週末、23日に市場まつりが開催
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されます。お天気も良さそうですの
で、是非来場いただければ幸いで
す。開場は8:00～17:00
※8:00-オープニングセレモニー
木更津の渡辺市長がご挨拶されるそ
うです。
寒くなってきました。ヒートショッ
クに気をつけましょう。
最近、予祝というのを取り入れてい
ます。こうあって欲しいと願う事柄
の実現を先に祝うのです。昨日はプ
レミア12の日本優勝を予祝しまし
た。気持ち良かったー。酒の量が増
えるのが、玉にキズですが(笑)。
武田幹事、卓話ありがとうございま
した。
情報研修会に参加の皆様お疲れ様で
した！本日、所用により早退しま
す。
先週の夜間例会を欠席しましたこ
と、申し訳ございませんでした。今
年も残すところ1ヶ月と少しとなっ
てきましたが、引き続きロータリー
活動を頑張ります。
寒暖の差が激しいですが、皆様、体
調にご留意して下さい。
昨日、娘が観たいと言うので、帝国
劇場へミュージカルを観に行きまし
た。とても良かったですが、僕は家
で、ゴルフと野球を見ていたかった
です。
土日の「侍JAPAN」はあっぱれで
した！2日とも6回くらいからしか見
ていませんが、結構、ヒヤヒヤ！最
後は、山本～山崎の必勝リレーでピ
シャリでスッキリ！オリンピックに
は是非圧倒的な金を獲得して貰いた
い。また、稲葉監督に熱い涙を流さ
せてあげたい！ただ、土曜日の試合
は勝ったから良かったものの、初め
から日曜の決勝戦は韓国との戦いと
分かっていて、ルールを良く知らな
い私には、連日の韓国戦は何だった
んだろう？感…大！
武田幹事、素敵な卓話をありがとう
ございました。日本は様々なスポー
ツで盛り上がっています。令和も平
和を願います。国際ロータリーの一
員として世界に目を向けると、香港
での抗議デモ、ミャンマーのロヒン
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ギャ問題、米国のパリ協定からの脱
退宣言など様々な不安要素があり、
世界情勢は緊迫してきています。今
こそ、私たちのできるロータリー活
動を頑張ってまいりましょう！
最近、企業業績が世界的に低下して
いると新聞にも記載がありました。
特に製造業分野が、例えば、自動車
分野では、自動化・電動化等技術進
化に加え、ウーバー等シェアリング
エコノミーの普及など、量的にのび
ない方向に動いています。米中摩擦
等、反グローバリズムの懸念も大き
く、構造的改革が必須な状況でしょ
うか。
11月16日息子の結婚式でした。息
子27才、27年間の思い出が思い出
され、感動し、少々泣いてしまいま
した。幸せな家庭を築いてほしいも
のです。
先週の土曜日、情報研修会に出席し
て来ました。他クラブの状況を聞く
事が出来て、大変参考になりまし
た。時間が許せば、メークアップも
行って見ようと思います。
記念日にお花をいただき、ありがと
うございました。
武田幹事、素晴らしい卓話ありがと
うございました。忘年会シーズンに
入ってきました。金曜、土曜はかな
り早くから、ご予約が入ってきてい
ます。ご予約の時は、お早めに～。
お電話、お待ちしております！！
インフルエンザが流行しています。
お気を付け下さい。
武田幹事、卓話ありがとうございま
す。
この土曜、日曜で久しぶりに仕事で
沖縄に行って来ました。首里城は城
郭からしか見れませんでしたが、お
いしい泡盛を堪能することが出来ま
した。
今年かずさマジックを退団する本多
投手のかわりに、吉田外野手がきて
くれることになりました。来年はか
ずさマジック期待します！！
武田幹事、為になる卓話ありがとう
ございました。
先週は久々の夜間例会楽しかったで
す。どうもありがとうございまし
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た。
最近、坂田商店会の集まりで、飲食
店の客が減少している話を良く聞き
ます。君津製鉄所の景気や統合の話
で、皆さんが心配しています。とり
あえず「君津は大丈夫ですよ。」と
話しております。
溶接競技会の全国大会が11/16.17と
沖縄で開催されました。本日朝8時
の飛行機で戻って来ました。まだ那
覇の臭い（泡盛？）が背広に残って
います。
武田幹事、卓話ありがとうございま
した。
大嘗祭も盛儀に納められて一国民と
して安堵しています。これから年末
年始に向かい気忙しい時期になりま
すが、皆様お身体を御自愛してお過
ごし下さい。
皆様こんにちは！！武田幹事、卓話
ありがとうございました。昨日の侍
ジャパンの試合は熱くなりました。
かずさマジックも日本一になってほ
しいですね。応援しています。
先週の懇親会大変楽しく過ごさせて
いただきました。ありがとうござい
ます。次、年末も楽しみにしていま
す。
先週の土曜日、情報研修会に出席し
ました。大変勉強になりました。今
後、他クラブのメークアップに行っ
て参ります。

