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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。
　12月は「疾病予防と治療」月間ですので、今月
の4日にアフガニスタンで銃撃されお亡くなりに
なった中村哲医師のことについてふれさせていただ
きたいと思います。
　中村哲医師は医師であるのにもかかわらず、治
療の前にまず水と緑の大地をよみがえらせること
が大切と自ら鍬をとり重機に乗り、100人の医師よ
り1本の水路のほうが良い！戦乱は武器や戦車では
解決しない！農業復活させることがアフガン復興の
礎だ！子供達や孫たちに良いアフガニスタンを残す
こと！それが一番の課題だ！とスランプール平野に
福岡市の面積のほぼ半分約1万6500ヘクタール、65
万人の人を支える飲料用の1600本の井戸と灌漑用
の13本の井戸を近代的な工法ではなく、伝統的な
工法の福岡県朝倉市に江戸時代設けられた灌漑用の
「山田堰」をモデルに用いて掘り、それを作ること
によっての雇用、技術の継承をしました。
　そして、働くところがあり、お腹が満たされてい
れば戦いにはいかない。といった住民の声にこたえ
るべく干ばつ地帯にマルワリード用水路(真珠の水
という意味)を建設し、その横に土手が崩れないよ
うに柳並木を作り小麦や米を植えて緑の大地を実現
しました。気温が40度もある場所での用水路作り

は大変だったけど報酬を手にしたときの報酬を得た
時の喜び、まさか砂漠で稲刈りができるなんて！と
収穫をするときの喜び、用水路から水が流れてきた
時の喜びは現地の人々は何とも言えなかったのでは
ないでしょうか？
　地上にいなければわからない幸せや笑顔がある。
難民の問題を解決するためには平和を守るべき。そ
の平和を保つためには武器ではなく水を与えること
によってたくさんの命を救うことができます。
　貧困と空腹が戦争を助長させ、武器では決して戦
争を維持できない。これは平和運動ではない！医療
行為の延長です。そう中村医師は言っていました。
又、一番大事なことは3度のご飯が食べられるこ
と。家族が一緒に住めること。ここには水もお金も
食べ物もありません。しかし大事なことは生きるこ
とです。命こそ大切なのです。私は、ずっと生きら
れるわけではありません。彼らは、自分たちで独立
して、自立して生きていかなければなりません。
我々は次の世代に何を残すことができるかを考えて
いなければなりません。とも言っていました。本当
にその通りだと思います。
　人間は、いつか死ぬ。大事なことは、その時何を
得たかではなく、何をしたかが問題である。と誰か
が言っていました。私たちもそうしてロータリー活
動を続けていかなければなりません。
　最後に「武器ではなく命の水を」の番組の最後に
出てきたナレーションの言葉に感銘を受けましたの
でお伝えします。
　作業地の上空を盛んに米軍のヘリコプターが過ぎ
てゆく。彼らは殺すために空を飛び我々は生きるた
めに地面を掘る。彼らはいかめしい重装備、我々は
埃だらけのシャツ1枚。彼らたちが分からぬ幸せと
喜びが地上にはある。乾いた大地で水を得て狂喜す
るものの気持ちを我々は知っている。水辺で遊ぶ子
供達の笑顔にはち切れるような生命の躍動を読み取
れるのは我々の特権だ。そしてこれが平和の基礎で
ある。



報　　告

１．第6回理事会が12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下期会費請求について（12月のレート108円で算

出）
　　年会費 85,000円　R財団寄付 8,100円
　　RI分担金 3,672円　R財団ポリオ 1,620円
　　地区分担金 12,640円　米山奨学会 7,500円
　　分区分担金 2,500円　ロータリーの友 1,296円
　　周年特別基金　10,000円
　　　　　　　　　　　 　　合　計　132,328円
　　＊但し、12月のレートで算出しているため、1月の
　　　レートが確定次第それに準じて請求書発行
　　　(1月6日頃発送予定）
　③1月6日の新年例会について
　＊FAXにてご案内の通り。
　＊締切り過ぎてからのキャンセルは、事務局が年末
　  年始休暇となるため26日までにご連絡下さい。
　 それ以降の出欠の変更については事務局へのメー
　 ル連絡のみ1月5日16時まで受付します。
　④次年度理事について
　　本日、総会にてご承認いただきます。
　⑤きみつ愛児園のクリスマス会について
　　日程：12月25日　
　　＊プレゼントは800円のお菓子(82人分)をライオ
　　  ンズクラブと折半
　　＊サンタさん3名募集
　⑥1月の出前教室
　　1月17日予定(八重原中学校)
　　詳細については各講座へ連絡
　⑦外部卓話について
　　海上保安庁　第三管区海上保安本部
　　海上保安署　署長　柏木秀美　様　予定
　
２．12月2日(月)に、かずさマジックの納会が開催されま

した。当クラブからは武田幹事と私(内山会長)が出席
してきました。お疲れ様でした。

３．12月5日(木)に、東京神宮ロータリークラブのクリス
マスパーティーが開催されました。当クラブからは、
吉野会員、川名会員夫妻、私(内山会長)が出席して
きました。お疲れ様でした。

４．公益財団法人ロータリー日本財団へ特別寄付をし
た武田幹事、私(内山会長)に認証状とバッチが届い
ていますのでお渡しします。

　　マルチポールハリスフェロー　+２　内山貴美子 
　　新ポールハリスフェロー　武田富士子

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(12月号)
３．君津ロータリークラブ収支実績表(上期報告)
４．国際大会関連の資料

〈報　告〉
１．本日12月9日(月)第5グループ会長・幹事会が開催

されます。 
　　時間：17時～　
　　場所：レストラン　菜心味袖ヶ浦店
　　出席：内山会長、武田幹事
　　宜しくお願いします。

　　また、本日例会終了後、新理事会が開催されま
す。総会にて承認されました理事の方は、新理事
会にご出席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．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（申込み締切1月17

日）
６．新年例会の出欠の案内

委　員　会　報　告
公共イメージ向上委員会

大浦芳弘委員
　「ロータリーの友」2019年12月号の記事を紹介
します。
　掲載されている記事について全て目を通してみま
したが、最も心に残ったノーベル平和賞受賞者であ



るDENIS MUKWEGE氏に関する記事について紹
介します。
　まず冒頭に、「医師としてのコンゴ人の婦人科医
は、残忍な性暴力を受けた女性たちを治療していま
す。正義を求めて声を上げ、被害者たちの救済に人
生をささげたムクウェゲ氏は、2018年、ノーベル
平和賞を受賞しました。」とあります。これだけを
読むと、まだ経済的にも発展途上であるコンゴ民主
共和国において、性の欲求を満たすために女性が被
害にあっている、なんと残忍なことかという思いに
なります。
　ただ、記事を読み進めるにつれ、そのような(言
葉は適当でないかもしれませんが)簡単なことでは
ないことを思い知らされることになります。
　読み進めますと、ムクウェゲ氏の言葉として、
「もしあなたが、80歳か90歳の人に性暴力をふる
うとしたら………」、また、コンゴ紛争に関する記
載では、「2003年に和平合意が結ばれた後も、武
装グループと民間の兵士が戦い続け、罪のない女性
と子どもに対する計画的で恐ろしい性暴力により
200万人以上の死者」とあり、「90歳の人に性暴力
をふるう」や「計画的で恐ろしい性暴力で200万人
以上の死者」といった、おそらく日本に住む者には
想像できないような内容が記載されています。
　更に、ムクウェゲ氏の経験として、「最初の患者
は、レイプされた上に性器を至近距離から撃たれ、
いくつもの手術を必要としていた」、「3か月の間
で女性45人が運び込まれ、彼女たちは性器を撃た
れ、やけどを負い、銃剣で切りつけられていた。」
とあり、想像しがたい内容が記載されています。
　また、何故にこのように暴力が助長されているの
かについて、「民族間の対立と、貧困層の人々が住
んでいながらも豊富な鉱物資源が眠る、コンゴ東部
の未開発地の統治争いであり、紛争要因の一つが鉱
物資源のコンタル(コロンバイト・タンタルライト)
である」と記載されています。ネットでコンタルを
検索してみると「携帯電話、ノートパソコン、ゲー
ム機などの電化製品におけるコンデンサーなどに用
いられるもので、一説にはコルタン埋蔵量の80%は
コンゴ民主共和国にあると言われている。コンゴの
紛争を長引かせているのは、コンゴ隣国のルワン
ダ、ウガンダ、ブルンジの武装勢力による不正採
掘。」とあり、コンゴ紛争は、決してコンゴの内戦
ではなく天然資源を狙う隣国によるものであるとい
うことがわかります。
　ムクウェゲ氏は、2018年に「戦争と武力紛争の
武器としての性暴力」撲滅への貢献でノーベル平和
賞を受賞しましたが、受賞理由にもある「武器とし
ての性暴力」とは何なのかについて、ムクウェゲ氏
は語っています。

　「戦争でレイプは、破壊する武器と同じ意味であ
り、加害者は、鋭い武器で女性の性器を焼いたり射
撃したりする。戦争でレイプは、体系的に計画さ
れ、地域社会を破壊するように仕組まれる。生後間
もない女児に対する残虐行為も人間性を持たないテ
ロリズムであると考えると理解できる。少女の性器
が破壊されれば、生殖能力も破壊され、一種の民族
浄化に繋がる。」
　ここまで読んで、コンゴで起きている武器として
の性暴力について少し理解できたように感じまし
た。
　最後に、ムクウェゲ氏はこのようなコンゴの状況
を抜本的に改善するためにロータリーができること
について次のように語っています。
　「ロータリーは、他者の生活をより良くしようと
する利他主義に基づく組織である。コンゴのロータ
リアンには、利他主義の意味を他の人に教えること
をお願いしたい。」
　ひとりのロータリアンができることは限られます
が、四つのテストにある「みんなのためになるかど
うか」を常に考えて行動すれば、社会は間違いなく
良い方向に向かうと再認識させられました。
皆様にもいろいろ考えさせられる記事だと思います
ので、ご一読ください。

年次総会
内山貴美子会長

　これより年次総会を開催致します。
　クラブ細則第5条第1節に基づき、次年度の役員
及び理事の選出を行います。
　次年度の役員及び理事候補者を永嶌指名委員長よ
り発表して頂きますのでお名前を呼ばれた方は前へ
お進み下さい。
 次　期　会　長　　荒井潤一郎会員
 次期会長エレクト　　岡 野 祐 会 員
 次 期 副 会 長 　 谷 口 弘 志 会 員
 次 期 直 前 会 長 　 　内山貴美子会員
 次期研修リーダー　　廣 田 二 郎 会 員
 次 期 幹 事 　福 田 順 也 会 員
 次 期 会 計 　芝 﨑 均 会 員
 次 期 S . A . A 　　大 森 俊 介 会 員
 次 期 副 幹 事 　 佐々木昭博会員
 次 期 理 事 　村 上 進 会 員
 次 期 理 事 　鈴 木 荘 一 会員
 次 期 理 事 　早 見 秀 一 会 員
 次 期 理 事 　内 藤 智 介 会 員
 次 期 理 事 　別 府 明 人 会 員
　以上、14名です。会員の皆様、拍手をもってご
承認をお願い致します。(全員一致で承認)



　それでは次期会長に就任されます、荒井さんより
ご挨拶をお願い致します。

　次期、会長予定の荒井です。
　先ず、この大役が務まるかが不安です。人前に
立ったり、話をするのは大変苦手で、経験がありま
せん。隈元パスト会長が私を幹事に指名してから、
この流れを認識はしていましたが、いざ、目の前に
現実が近づき緊張をし始めてきました。
　次年度に向け、準備が始まりましたが、皆様のア
ドバイスを聞きながら、しっかり進めて参りたいと
思っています。
　今後も、ご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致しま
す。

クラブ協議会
上半期報告
S.A.A.

佐々木昭博S.A.A.
　先ずは活動方針にあります、会場監督として例会
場の品位を保つよう努める。例会が秩序正しく運営
され、楽しい雰囲気の中でより良い交流が図れるよ
うに、例会運例に努める。という部分は上期守れた
と思いますので下期も継続して行きたいと思いま
す。
　次に活動計画ですが、
・点鐘30分前までに準備を完了する、について
も、責任感の強い副S.A.A.の皆さんのおかげで、ほ
ぼ1時間前には準備完了が出来ております。
・会長・幹事の意向に沿った例会運営も出来ていた
と思います。
・例会プログラムに沿って遅延無き進行に努める
についても、5分程度オーバーした事はありました
が、ほぼ出来ていたと思います。
・各委員は司会担当表をもとに、各自が責任を持っ
て順番に進行を行えました。
・来訪者・お客様の確実かつ親切な誘導も大まか出
来ていたと思います。
・例会でのお楽しみ席替えクジは、毎例会ごと違う
プレゼントを準備して、しっかりと実行出来まし

た。
・今までの伝統を守り君津RCらしい例会運営も出
来ていたと思いますので、下期は更に良い例会運営
に努めて行きたいと思います。

クラブ管理運営委員会
中村圭一委員長

　「各委員会活動への支援と協力と、各委員会諸活
動への提言、提案を行う」ことを目標としておりま
すが、上期は各委員会活動に対するはかばかしい貢
献を果たすことが叶っておりません。下期はこの反
省に立ち、まず今月末のクリスマス募金活動におい
て存在感を出してまいりたいと思います。後半戦に
ご期待いただけるよう頑張りたいと思います。

親睦委員会
大川祐士委員長

　「楽しく魅力ある例会と親睦活動を計画実施し、
会員相互のフェローシップを深める後押しをする。
自らが関心を持ち、ロータリー活動への意欲を一層
高め積極的に出席したいと感じる価値ある例会、
ロータリーにする。それにより出席率を向上させ、
退会防止、会員増強に繋がるよう尽力して行く。」
の活動方針のもと活動計画を立て活動して参りまし
た。上期としましては、会員及び外部の卓話を副委
員長、委員の協力のもと定期的に実施することが出
来ました。
　親睦行事としましては、9月28日(土)に姉妹クラ
ブであります甲府東RCとの合同例会を甲府東RCよ
り18名・君津RCより17名の会員の出席をいただき
公益財団法人　米山梅吉記念館にて、親睦会を御殿
場市内にて行いました。内山会長はじめ会員のみな
さまのご協力に感謝申し上げます。
　下期の活動にもご協力よろしくお願い致します。

会員増強委員会
荒井潤一郎委員長

　純増1名の目標は未達成です。
　活動計画に則り、目標が達成できるように努めま
す。

ロータリー情報委員会
鈴木荘一委員長

　ロータリー情報委員会では当初の予定通りに業務
を遂行しております。また2月には2月8,9日に地区
大会、2月29日にグループのIMを予定しています。



こちらは全会員の出席をお願いします。また地区の
情報としまして4200万の災害支援金があり上期と
して2100万の支援を必要とするクラブ、自治体に
使途を限定した支援を行い、残りを弾力的に支援活
動を支える資金に使うそうです、クラブでも考えて
みてください。

公共イメージ向上委員会
谷口弘志委員長

１．当初活動計画と上期実績
<計画1>
クラブホームページの内容をより良いものに充実さ
せながら、会員、更には地域の閲覧者の増加を図
る。
<実績>　
ホームページについては前年度より充実に努めて来
たが、閲覧者の増加に向けた改善について継続検討
して行く。
※アクセスカウンター：13763(12月8日現在)

<計画2>
地域メディアの活用や市の広報への働きかけを通じ
て、活動内容について地域社会の認識を高める。
<実績>
上期については特段の進捗はなし。君津市役所の
ホームページとは、相互のリンクが現状でも確立さ
れている。
下期は、社会奉仕・国際奉仕等のトピックスに関し
て地域メディアへ働き掛けてPRに努める。

<計画3>
クラブ活動内容について、｢ロータリーの友｣、或い
は地区ロータリーホームページへの掲載を図る。特
に国際奉仕活動については特集記事の掲載を試み
る。
<実績>
上期については特段の進捗はなし。
下期は、国際奉仕活動について国際奉仕委員会の協
力のもとで特集記事の掲載を検討して行く。

<計画４>
例会、クラブ活動内容について、情報確保に努め、
会報の作成、同内容の充実を図る。当委員会が協力
して、輪番制を原則としつつ、これにあたる。
<実績>
例会の会報(週報)については、当委員会メンバーの
輪番で作成・校正作業を滞ることなく進めており、
下期も継続して実施して行く。

<計画5>
｢ロータリーの友｣の記事内容について、当委員会委
員持ち回りにて、各月例会において紹介する。
<実績>
毎月の例会での｢ロータリーの友｣の記事内容紹介
については、7月～11月まで委員持ち回りで実施済
み。下期も予め決めた委員の分担順序に従って実施
する。

<計画6>
地区各クラブと協同して、オリ・パラ情報の集約、
発信を企画する。
<実績>
上期については特段の進捗はなし。下期で具体的な
対応を検討する。

２．今後の方針
下期は、各委員の協力の下で、当初の計画で進捗の
遅れている、上記の2.項、3.項に重点をおいて活動
を進めて行く。

奉仕プロジェクト委員会
荒井潤一郎委員長

　社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕の4
委員会の連携活動ですが、それぞれの委員会がしっ
かりと活動をしていただいています。
　これといったサポートは出来ていませんが、残り
半期を、総合的にクラブの魅力を高め、一体感が高
まり、楽しく活動できるようにサポートをしてまい
ります。

社会奉仕委員会
茂田秀和委員長

１．12月に実施されるきみつ愛児園のクリスマス
　　会への支援活動の実施。
　　→12月25日予定。サンタ役募集中。
２．周西中学校生徒による君津駅前花植え事業の実
　　施(10月、5月予定)
　　→10月28日(周西中1年生)済。
　　　5月25日(周西中新3年生)予定。
３．地域に対し、ロータリー活動の理解を深めるた
　　めの枝豆収穫祭を実施。
　　→10月12日予定を台風のため中止。畑は返却
　　　済。
４．クリスマス例会にて、歳末チャリティーを実
　　施。
　　→12月23日予定。物品の提供を依頼。
５．地域の安心安全を考えるための機会として、君



　　津警察署ご協力による卓話の実施。
　　→9月2日済。君津警察署交通課　課長
　　　高橋智典　様による卓話。
６．100年バンドによる福祉施設慰問活動への支援
　　の実施。
　　→未定。

国際奉仕委員会
大住昌弘委員長

１．本年度の国際奉仕委員会の活動計画の主要な骨
子は下記の3点です。
　①スリランカの水環境の悪い地区の小学校を中心
　　に、子供たちに浄水器を送る。また、君津市の
　　近郊の小中学校の生徒に我々のこうした活動や
　　スリランカの水事情についての理解活動を進め
　　る。
　②上記のような活動やロータリークラブの人道支
　　援等国際奉仕活動について、公共イメージを向
　　上させるため、枝豆収穫祭等の機会を通じて
　　PR活動を行う。
　③君津市国際交流協会への協力支援、同協会主催
　　の行事への参画を行う。
２．スリランカの子供たちへの浄水器の贈呈につい
ては、近隣の小中学校への理解活動も含め、今年度
の地区補助金のプロジェクトとして認定されまし
た。
　浄水器の贈呈については、来年1月に行われるコ
スモス奨学金のスリランカ現地で行われる奨学金授
与式にあわせて、浄水器贈呈式が予定されており、
内山会長とともに参加する予定です。コスモス奨学
金には既に、その費用85万円を振り込んでおりま
す。現地での支援体制については、私が1月にスリ
ランカ訪問の際、調査して来る予定です。
　また、君津市の近郊小中学校7校に対し、スリラ
ンカ国関係の書籍2種類、サンフランシスコ講和会
議で演説し日本の再建に寄与したジャヤワルダナ
大統領関連、スリランカの子供たちの善意や生活
関連、を4冊ずつ贈呈し、校長先生達との懇談をほ
ぼ完了しました。残る周東中学の校長先生からは、
12月20日(金)にRCメンバー(会長、大住、事務局)と
生徒会役員達との懇談を設定し、彼らなりに理解を
してもらって、学校行事に生かしたいと言われてい
ます。職業奉仕委員会が主催する出前教室でも、3
校の生徒さん達に直接訴えかける予定です。
　会員の皆様には寄付をお声掛けし、たくさんのご
協力をいただきました。有難うございました。

３．枝豆収穫祭は残念ながら台風のため中止となり
ましたが、上記の学校長等との会合や今後開催され

る出前教室などで、君津ロータリークラブの国際奉
仕活動についてのPRを行い、公共イメージの向上
を図っております。

４．君津市国際交流協会とは、今年度に入って数度
訪問しております。引き続き協力や支援をどのよう
に行うか相談していきたいと思っております。
　尚、来年2月9日(日)13時～16時に君津市立図書館
隣の君津市生涯学習交流センターにて「国際交流
フェスタ」が予定されており、国際交流協会から案
内をいただいておりますので、参加費は300円かか
りますが、是非この機会にお出向き下さい。

職業奉仕委員会
遠田祐治委員長

①出前教室
　例年どおり3回の出前教室を計画しています。
　(12月17日 周西中　1月17日 八重原中
　 2月7日 周西小)
　各回8講座を11人の会員の方々で実施してもらい
ます。
　昨年、宮本会員は1回でしたが今回3回、谷口会
員は初めての参加で1回実施していただく予定で
す。
　また今回、終わりの会に、国際奉仕委員会から5
分程度PRの時間を設けました。
②キャリア教育
　君津生涯学習センターで周西南中1年生に実施し
ている、キャリア教育への参加要請がありました。
20歳代の講師を希望されています。
　当初計画外ですが、今年は2月7日 楠原会員にお
願いする予定です。

青少年奉仕委員会
宮嵜慎委員長

　上期は、ほとんど活動予定がありませんでした
が、来年2月15日16日に行なわれますRYLAセミ
ナーの準備をしております。10月から月1回、現地
岩井海岸までのコースの準備に通っております。　
　また、当君津RCよりRYLA参加青少年・実行委
員と併せて10名以上の参加活動計画の目標を達成
したいと思いますので皆様方のご理解ご協力をお願
い申し上げます。



ロータリー財団委員会
坂本直樹副委員長

　ロータリーの「奉仕の理念」に基づき、各種奉仕
プロジェクトの実践を寄付を通じて財政的にサポー
トするのがロータリー財団の役割となっております
が、その中で、今年度の寄付の数値目標は、年次寄
付が1人あたり150ドル、ポリオプラスへの指定寄
付は1人あたり30ドルとなっております。
　先月11月はロータリーの財団月間となっており
ましたが、内山会長・武田幹事より認証ポイント
を利用して財団に1,000ドルの寄付をいただきまし
た。誠に有難うございました。
　今年度、特に年次基金寄付に関しては、当2790
地区の重点強化ポイントでもありますので、委員会
としましても、財団月間中に目立った活動ができな
かった点を反省として、今後に向け財団の活動内容
をより一層理解して頂くための活動を行って参りま
す。
　引き続きとなりますが、会員皆様のご協力をお願
い致します。

米山記念奨学会委員会
川名正志委員長

　当君津ロータリークラブでは、現在米山奨学生と
して、付靖秋君を受け入れしております。活動計画
での通常寄付15,000円については、半額の7,500円
を全会員より頂いております。また、特別寄付は廣
田会員、鈴木会員より各10万円、合計20万円の寄
付をして頂いております。上期現在での計画はクリ
アしております。
　また、先週米山奨学生のシストーンポン・ポンサ
コーン君(浦安RC/タイ)に卓話をして頂きました。

会計の芝﨑会員より会計報告（11月末現在）
　会員の皆様よりご承認いただきました。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 付君、本日は来訪ありがとうござい

ます。先週の神宮ロータリークラブ
のクリスマス例会、ジルバナイトと
いうことで大変楽しい一晩を過ごす
ことが出来ました。ダンスが大変素
晴らしかったです！吉野さん運転お
疲れ様でした。

武田富士子 昨日、木更津航空祭が開催されまし

た。近隣の企業の方々も参加して観
に来てくれました。私もボリューム
会の事務局長という立場と、航空祭
実行委員の立場からも晴天の中で実
行出来た事に感謝です。皆様も自衛
隊応援して下さいね。ボリューム会
も会員募集中です。

中村　圭一 この2週間ほど、咳と鼻水の風邪症
状に悩まされてきましたが、ようや
く抜けてきました。体が快調である
事のありがたみをつくづく感じてい
ます。

大木　建樹 昨日大掃除を手伝い、夜は家内の誕
生日であり、家族で焼肉を食べまし
た。(外食です)

 大変喜んでくれました。
前田　亮 いよいよ冬らしい季節となりました

ね。先週インフルエンザ予防注射を
打ちました。医師が会社に来てくれ
たんです。看護師さんが「前田さ
ん、腕にします？お尻でいきます
か？」と言われ、周りの社員に大う
けでした。私は恥ずかしいばかりで
した。

鈴木　荘一 忘年会シーズンになりました。体調
管理にお気をつけ下さい。

篠塚　知美　 先日サッポロビールと打ち合わせを
しましたら、千葉県の飲食店で10月
の売上で昨年対比80%台のところが
たくさんあるそうです。台風が原因
ですが、まだまだ売上が戻っていな
いお店が多数ありますね。知人が館
山市で居酒屋を営んでいますが、悲
鳴をあげています。年末年始は町の
飲み屋にくりだしましょう！！

楠原　義章 先日、危機管理体策の一環として
「メディアトレーニング」(記者会
見演習)を実施しました。記者役の
部下から厳しい質問を受けて、緊張
感のある演習となりました。こう
いう事を毎日経験している政府の
スポークスパーソン(日本の場合は
「令和おじさん」)も大変だなぁと
しみじみ思いました。

谷口　弘志 昨日の木更津自衛隊航空祭に出席さ
れた皆様、大変お疲れ様でした。ヘ
リコプター部隊の訓練の大変さの一
端を垣間見る事が出来ました。

村上　　進 先週、玄々堂で健康診断を受けて来
ました。何も悪い所が無い様に祈っ



ています。何かあれば永嶌さん相談
に乗って下さい。

別府　明人 12月らしく寒くなってきました。皆
様お気をつけ下さい。

赤星　哲也 12月、今年ももう1ヶ月弱、年末年
始へ向けて気合いを入れて突入しま
しょう。

大住　昌弘 この土日は寒すぎて、殆ど自宅にこ
もっていました。スリランカ関連の
本を読んでいたら、日本のため池農
業はもともとスリランカの技術が中
国に渡って、空海がそれを日本に持
ち帰ったのが始まりとのこと。空
海は、その後、香川県の満濃池(マ
ンノウイケ)を作り、瀬戸内地方の
灌漑(カンガイ)農業の草分けとなっ
た。中国のお坊様がスリランカに仏
教の勉強に行き、ついでにため池の
勉強もした。それを中国に勉強に
行った空海が日本に持ち帰り、我々
は浄水器で恩返しをする。皆さんの
奉仕がこういうところでもつながっ
ていますね。多くの皆様に募金のご
協力をいただきありがとうございま
した。

秋元ゆかり 毎週例会で皆様にお会い出来ること
が嬉しいです。

倉繁　　裕 昨日、記念日のお花を頂きました。
ありがとうございました。12月に
入って、何かと気忙しい毎日になり
がちですが、花を見るとホッとして
落ち着き、記念日を振り返ることが
できました。今週、寒さが少し緩む
ようですが、インフルエンザは早い
ペースで発症しているようです。皆
様ご自愛ください。

藪　　　武 今日も寒いですが、皆様お体にはお
気をつけて下さい。先週は体と心の
ケアの大切さを改めて感じた日々で
した。

岡野　　祐　　内山年度も、あっという間に半年
が過ぎようとしてます。内山会長が
なんとなく嬉しそうな顔をしている
のは気のせいでしょうか。下半期も
ロータリー活動頑張ります。

髙橋　雄一 誕生日プレゼントありがとうござい
ます。最近、ニュースでハードディ
スクの件で、私と同じ名前が報じ
られていますが、私ではありませ
ん。ニュースで出るとどきっとしま

す！！
福田　順也 下半期もロータリー活動頑張りま

す。
荒井潤一郎　 「人のため、何かのためになる事を

どれだけ出来るか」が大切なんだな
と改めて思います。

坂井佳代子 皆さんこんにちは。先日孫娘が一才
のお誕生日を迎えました。ヨチヨチ
歩くようになり、表情も豊かで見て
いるだけで楽しい気分にさせてくれ
ます。

内山　雅博 毎朝5時に家を出ますが…寒いで
す。

秋元　政寛 急に寒くなりました。病気はあまり
しない方ですが、腰を痛めないよう
に気をつけて頑張りたいと思いま
す。

原田　健夫　　米山奨学生 付さん、ご来訪ありが
とうございました。

遠田　祐治 ゴルフ日本シリーズJTカップ、石
川遼君の粘りに思わずテレビに向
かって拍手しました。私も頑張ろ
う！

大浦　芳弘 昨日、陸上自衛隊木更津駐屯地で開
催された航空祭に行ってきました。
昨年の航空祭は北海道地震による災
害派遣のため中止、今年も台風15号
をはじめとする台風被害に対する対
応で延期を余儀なくされ昨日の開催
となりました。近年は、自衛隊の災
害派遣による活躍が大きく取り上げ
られる機会が増えていますが、来年
こそは大きな災害もなく自衛隊の皆
様も派遣要請されることのないよう
な年としたいものです。

大川　裕士 誕生祝いありがとうございます。
大森　俊介 寒暖差が激しいですが、皆さんお体

ご自愛下さい。
佐々木昭博 本日はS.A.A.上半期活動報告をさせ

ていただきました。下半期も秩序あ
る例会運営に努めて行きます。

芝﨑　　均 本日は席替え抽選で当たりクジを引
かせていただきました。ありがとう
ございます。この調子で年末ジャン
ボ10億円もゲットしたいと思いま
す。

隈元　雅博 先程内山会長からもありましたが、
12月4日にアフガニスタンで日本人
医師の中村哲さんが射殺されまし
た。自身の尽力により2010年に完



成した用水路の利権に絡んだテロだ
そうです。葬儀への棺をアフガニス
タンのアシュラフ・ガニー大統領も
担いでいました。自国の平和活動に
敬意を表した行動ですが、とても珍
しい事だそうです。今、この時にも
世界の平和のために尽力している方
が沢山います。これからも地域と世
界平和のために共にロータリー活動
を頑張りましょう！

永嶌　嘉嗣 次年度役員及び理事候補者を発表さ
せて頂きました。どうぞよろしくお
願い致します。

吉野　和弘 100年バンド慰問演奏会の報告
 12月8日、本年最後の慰問演奏会に

養護老人ホーム天羽に行ってまいり
ました。当日9時に集合し11時まで
事前練習して。14時から始まり、全
部で18曲を演奏してまいりました。
フラチームは中村先生以下5名の生
徒さんが踊って頂き盛り上げて下さ
いました。その中でも、小学3年生
の中村先生の曾孫は入所者の方々か
ら大人気、目を細めて、喜んで頂き
ました。参加者は河合、藤富、武
田、四方、奥村、吉野。黒岩さん、
お手伝いと夜の新年会のお酒の差し
入れありがとうございました。夜の
新年会は、元会員の樋田さんも来て
頂き楽しい夜を過ごさせて頂きまし
た。報告とさせて頂きます。

坂本　直樹 いよいよ12月、年末の最大繁忙期に
入ります。年内無事故で良い年を迎
えたいものです。

頂き楽しい夜を過ごさせて頂きまし
た。報告とさせて頂きます。

坂本　直樹 いよいよ12月、年末の最大繁忙期に
入ります。年内無事故で良い年を迎
えたいものです。


