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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。
11月23日土曜日にローマ・カトリック教会のトッ
プであるフランシスコ教皇がポーランド出身のヨハ
ネ・パウロ2世の来日から38年ぶりに来日されまし
た。
フランシスコ教皇（本名ホルヘ・マリオ・ベル
ゴリオ）は初のアメリカ大陸出身それも南米アル
ゼンチン、そして日本に初めてキリスト教を伝えた
フランシスコ・ザビエルが創設したイエズス会出身
で枢機卿から教皇になられた方です。「聖なる人は
喜びとユーモアのセンスをもって生きること」を
モットーにロックの音楽にのせて教えを語ることか
らロックスター教皇との愛称があり、サッカーとタ
ンゴが好きな、私生活も皆と同じ宿舎で生活し一緒
に食事をとる庶民的な教皇であります。その反面、
幼少期は感染症により右肺の一部を摘出し、エビー
タの映画で有名なペロン大統領の失脚と軍事クーデ
ターでの国内の混乱により困難な生活を送った過去
を持っています。
そんな彼だからこそ人種や宗教、服装、財産、社
会的地位、イデオロギーといった偏見や見せかけで
人を判断するのではなく腹を割って、話をして戦争
や差別のない世界平和を求めているのだと思いま
す。
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そういった意味では本日のお客様の野口様からお
話を伺うことになっているスリランカのジャヤワル
ダナ大統領も同じ思いであったと思います。「愛は
憎しみによってではなく、愛によって消える」は有
名な言葉ですが、この言葉は仏教、キリスト教、イ
スラム教等の宗教、アジア人、欧米人、アフリカ人
等の人種に関係なく人間の本来のあるべき姿を語っ
ているものだと思います。
「私は、自分はスリランカを第2のシンガポー
ル、第2の香港にしようとは思わない。豊かな精神
を持ち、平和な特性の高い国を作りたいと考えてい
る。」と言った言葉は私の会社の経営方針、君津
ロータリーの今後の行方にもつながるものであると
思います。平和な世界は物の豊かさではなく他人を
思いやる、他人から思いやられる愛にあふれた、戦
争や差別のない世界であると思います。
私の好きなジャヤワルダナ大統領の言葉に「すべ
ての人間は誰かの親か、母又は子供である」とあり
ます。私たちはロータリアンで、皆平等です。皆誰
かの子供であったときを思い出し、ロータリアンと
いう親になりましょう！そして、フランシスコ教
皇、ジャヤワルダナ大統領をはじめとする、すべて
の人々が目指す世界平和を目指し共に繋ぐ手を増や
していきましょう！
報
告
１．11月20日(水)に、地区女性交流会が開催されまし
た。
私が出席して参りました。
２．大木会員のご子息がご結婚されたのでお祝いをお
渡しします。
幹

事

報

告

福田順也副幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．本日の卓話資料
３．「スリランカの子供たちにきれいな水を」募金ご協
力のお願い
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〈報 告〉
１ 例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞
①日時：12月19日(木) 時間変更 点鐘：18時30分
理由：家族親睦夜間例会
②日時：12月26日(木) 休会
理由：クラブ定款第8条第1節C項
２．11月28日(木)秋花火実行委員会及び反省会が開催
されます。
時間：17時00分～
出席：平野会員
〈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案内
４．地区大会の出欠案内
５．RYLAセミナー開催案内
６．スリランカプロジェクト募金及び本購入の案内
７．東京神宮ロータリークラブクリスマスパーティー案
内
８．2019年手続要覧(改訂版)の申込み
９．舞踊家「技音戯律与」創作古典舞踊案内
＊富津シティRC事務局出演
１０．ザ・ロータリアン（英語版）

プ ロ グ ラ ム
国際奉仕委員会
外部卓話「戦後の日本を救っ
たジャヤワルダナ大統領」
コスモス奨学金 副代表
野口 芳宣 様

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子
野口様、本日は貴重な卓話ありがと
うございました。23日、昨日と中
止になった長野の花火大会の代わり
に、富山に行って来ました。射水神
社に行った時、新嘗祭ということ
で、神社で奉納踊りを見ることがで
きて大変良かったです。皆様も来年
いかがですか？
福田 順也
コスモス奨学金、日本事務局副代表
野口芳宣様、貴重な卓話ありがとう
ございました。これからもロータ
リー活動頑張ります。
中村 圭一
九州場所（相撲）も終わり、いよい
よ年末ですね。無事故無災害で新年
を迎える事が出来るよう、気を引き
締めていきましょう！
別府 明人
野口様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。
倉繁
裕
先週、インフルエンザ予防接種を受
けました。本年、1月、数十年ぶり
にインフルエンザにかかったため、
予防接種も数十年ぶりでした。本年
は、A型2種類、B型2種類（従来1種
類）の計4種類統合ワクチンだそう
です。会社では発症者未だゼロです
が、予防接種を含めた、対策を進め
ていきたいと思います。
廣田 二郎
フーチン君一家（奥さん＋息子）
が11/23に自宅へ来ました。（車
で！！）息子（ティン君）は、かわ
いい子でした。来年7月に第2子誕生
予定です。
前田
亮
最近は、キャンセル続きで申し訳あ
りません。本日のニコニコBOX、
2,000円お受け取り下さい。
秋元ゆかり
今日はいつもより早起きをしたの
で、久しぶりに娘にお弁当を作りま
した。喜んだ顔を見ると、又、作っ
てあげたいと思いますね。
村上
進
皆様こんにちは！！野口様、卓話あ
りがとうございました。次回の4つ
のテスト唱和を前田さんからご指名
頂きました。ドタキャンしない様に
します。（笑）
遠田 祐治
会社でインフルエンザがぽつぽつと
出てきました。皆さん、気をつけま
しょうね。
谷口 弘志
先週、防災に関する講演を聞きまし
た。地震、風水害などの自然災害に
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対しては、減災の視点で日頃の備え
が如何に大事であることを知りまし
た。特に耐震化、家具の転倒防止、
隠れたリスク探しとしての街歩き、
複数の避難場所の確認などです。今
後は街歩きを励行します。
本日は野口先生、卓話ありがとうご
ざいました。東京南ロータリークラ
ブ阿部様、ご来訪ありがとうござい
ます。今後ともよろしくお願いしま
す。
昨日、雨続きの隙を突き、皇居の大
嘗宮を見てきました。雨も降らず暖
かく、思いのほか混雑していなかっ
たので、ゆっくり見学できました。
天皇も経費縮小を望んだと言われ、
見た目にも簡素な板葺きで、あとは
解体してしまい、木材は住宅には不
向きで公園に再利用とはいうが、資
材費高騰、人手不足、等などコスト
も重なり、解体費込の建設関係費で
24億とは！京都や伊勢の施設を使う
には、警護の問題や宗教色を排する
意味があったのかも知れないが、違
和感を隠せませんでした。
ラグビーW杯効果でしょうか？大詰
めを迎えている関東大学ラグビー対
抗戦のチケットが、先週、今週の試
合分と売り切れで買えませんでし
た。昔からのファンとしては若干複
雑な気持ちです。今年は全国大会の
決勝が竣工間もない国立競技場で行
われます。未来のW杯戦士を見たい
方は是非足を運んで下さい。
野口様、本日は貴重な卓話ありがと
うございました。
本日、前期（4～9月）の業績表彰式
がありまして、君津支店、2期連続
の業績表彰受賞です。2期連続は全
体の1割程度です。これも、お客様
と部下のお陰です。ありがとうござ
いました！
皆さん、こんにちは。昨日、夫、坂
井正視の一周忌を無事に終えること
が出来ました。早いものでもう一年
です。孫娘はヨチヨチ歩き回ってい
ました。
荒井会員の木更津魚市場、市場まつ
りに行って来ました。焼きたてのサ
ザエやホタテ、サンマ、そしてビー
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ル、たいへん美味しかったです。あ
いにくの雨にもかかわらずたくさん
の来場者で賑わっていて凄かったで
す。野口様、本日は卓話有難う御座
いました。
先週、所用でタイに行きました。
ローマ法王もタイに来ていました。
日本に戻ると、またまたローマ法王
が来日されていました。僕は真言宗
です！！
久々のRC例会出席です。11/3の結
婚記念日に届いた花が、今でも綺麗
に咲いています。ありがとうござい
ました。野口様、本日は貴重な卓話
ありがとうございました。
早くも忘年会シーズンがスタートし
ました。仕事柄正念場です。今年も
ベストを尽くします！！御予約はお
早めに…。
今日健診の血液検査をしました。ま
だ糖尿病にはなっていませんでし
た。良かった！
一昨日、コンペで夷隅の方に行って
きましたが、片側通行あり、土砂に
埋もれたままの鉄道線路あり、放棄
された水田に放置された倒木数多く
と、まだまだ台風の爪痕がいたると
ころにある状況を目の当たりにし、
あらためて自然災害の凄さを感じさ
せられました。早期の復旧を願うば
かりです。引き続き、ロータリー活
動頑張ります。
土曜日は木更津市場に行って来まし
た。雨の為、例年よりも人が少な
かった気がしました。イベント関係
者様には申し訳ありませんが、空い
ていたので、たくさん美味しい物を
買う事が出来ました。夜は、うまい
魚でお酒を飲み過ぎてしまいまし
た。
コスモス奨学金副代表野口様、東京
南RC阿部様、ようこそ君津RCへ。
今後も君津RCをどうぞ宜しくお願
い致します。
今日は出張のため欠席します。
禁煙をはじめて1ヶ月が経過しまし
た。このまま禁煙出来る様に頑張り
ます。
今日は出張のため欠席します。
野口様、卓話ありがとうございまし
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た。大変勉強になりました。
コスモス奨学金野口様、貴重な卓話
ありがとうございました。
野口様、本日は貴重なお話をありが
とうございました。体調管理をしっ
かりして、良い年末にしていきたい
ですね。
初めて当たりを引きました。ありが
とうございます。野口様、貴重な卓
話ありがとうございました。
野口様、卓話ありがとうございまし
た。大変勉強になりました。
野口様、ご来訪ありがとうございま
す。また、素晴らしい卓話感謝で
す。
本日、ニコニコBOXを読ませて頂
きます。声がお聞き苦しかったと思
いますが、君津ロータリークラブ平
泉成だと思って、ご勘弁下さい。

