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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。
　いよいよ今年もあと少しとなってきました。
　明日は職業奉仕の出前教室が周西中学校で開催さ
れます。年末のこの忙しい時期に出前教室に参加さ
れる皆様、本当にいつもありがとうございます。本
来であれば学校でいろいろとセッティングをしてこ
のような授業をするのですが、ロータリークラブの
出前教室はすべて用意してくれて、ただ参加するだ
けになっているので大変ありがたいと感謝されまし
た。大変嬉しく思います。
　今の日本は出生率が減り、今まであった学校はど
んどん統合され、町では小さな店舗や商店はどんど
ん無くなっています。コンビニでさえ24時間営業
を辞める店もあります。だんだん時代は昔に逆行し
ているようにも思えます。でも昔は皆がゆったりと
一生懸命、楽しく働いていたように思えます。
　振り返ると私が八重原小学校1年に入学したとき
新入生は、わずか33名でした。それが2年生になる
と九州から転校生がやってきて、3年生頃には毎日
のように転校生がやってきました。6年生で卒業す
る頃には200人を超えていました。学校では九州弁
が飛び交い八重原の社宅では大きなスーパーが4件
もあり、夏には盛大に盆踊りが開催されました。
　八重原だけではなく、君津市は人口の増加によっ

て人々の生活は大きく変化しました。町が市にな
り、ファミレスやコンビニも沢山でき、様々な塾も
できました。そして職業は主に農業や漁業、公務員
だった私たちは様々な業種を選択することができる
ようになりました。
　このように自分で働く職場が選択できるというこ
とは当たり前のようですが幸せなことだと思いま
す。体が健康であれば私達は働いてその喜びを感じ
ることができます。でも今の人たちは健康であるに
も関わらず引きこもって働かない人が多くなってい
ます。子供達に職業に触れあってもらうことは大切
です。しかし、私たちはこのように楽しく働いてい
ますよ！皆さん一生懸命働きましょうよ！働くこと
は楽しいですよ！と訴えかけることも大切だと思い
ます。是非講師の方にもご協力よろしくお願いしま
す。どうぞ皆さんよろしくお願いします。

報　　告

１．周西中学校区学校運営協議会が11月25日、12月9
日、12日と3回にわたり開催されました。当クラブか
らは岡野会員が出席されました。お疲れ様でした。
　
２．12月9日に、第5グループ会長・幹事会が開催され
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。後程、武田幹事よりご報告致し
ます。

３．12月11日に、富津シティRCの夜間例会に、秋元ゆ
かり会員と私(内山会長)で夜間例会に出席してきま
した。

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．スリランカプロジェクトへ寄付された方へ本配布

〈報　告〉
１．明日17日(火)周西中学校にて出前教室が開催され



ます。
　今回の講座は
　原田会員、楠原会員、赤星会員、坂井会員、永嶌会
員、倉繁会員、中野会員、宮本会員のご協力により8
講座です。

２．次週23日の例会は、会員家族親睦忘年例会です。
夜間例会ですので点鐘18時です。お間違いないよう
お願い致します。今回も会員家族やOBの方、他クラ
ブからの大勢の参加となります。
　また、社会奉仕委員会からもお知らせがありました
がチャリティバザーの品をホテル千成のフロントに
て受付しております。1人2品以上のご協力をお願い
致します。

３．最後に、先週9日に開催された第5グループ会長・
幹事会の報告を致します。
　　　　
　第4回/第5グループ会長・幹事会開催に参加して

(2019/12/9)
　ホストクラブ袖ヶ浦RC進行で開催されました。
　議事
　１）報告事項
　　１．	台風15号・19号・21号の災害支援について
　　２．	情報研修会終了報告
　上記2件の話し合いが持たれました。
　議事1の件では、各ロータリークラブより第5グルー
プに200万円の支援金があり、有効利用をしてほし
いとのことでした。各クラブより被害状況の説明報
告がなされ、その中より具体的な支援をするために
どうしたらよいかを、各クラブに持ち帰り提案してほ
しいとのことでした。「ただの寄付行為だけではい
けない」との事が付け加えられました。
　議事1の件では、ガバナー補佐より大成功であった
との評価が示されました。各クラブより「みんなで
語ろう、話がクラブの自慢と弱点」と「女性目線での
魅力あるロータリークラブとは」このサブテーマ発表
が代表者2名によりなされました。発表を聞き大変た
めになったとのことで、各クラブでの活動内容や、
女性が男性がとかあまり気にする事ではない！との
主張や、独身女性ならではの、今後訪れるだろう出
産・子育ての状況になった時の不安なその気持ちの
事など、ロータリー活動をする会員に直面するとは
考えも及ばなかったことなど、いろいろ考えること
が多かったと、参加して良かった等の意見が出まし
た。

	 ２）下記活動
　　１．地区大会…2020/2/8~9に多くの参加者を募る
　　２．IMについて…多くの会員の参加者を募り、成

功させるにはどうしたらよいかと話し合いを致しま
した。具体的に多くの会員に参加してもらうにはど
うしたら良いのかの意見はまとまりませんでしたの
で、地区大会の際、再度集まり話し合うこととなり
ました。

	 以上報告致します。　

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RYLAセミナー開催の案内(申込み締切1月17日)
４．新年例会の出欠の案内
５．君津RC、親睦ゴルフ&童子の会の出欠の案内
６．ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」
７．ザ・ロータリアン（英語版）
８．ハイライトよねやまNo237

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「相場について」

内藤智介委員
　最近のニュースでは、老後
年金2000万問題が大きく取
り上げられました。豊かな
老後を送る為には2000万足
りないのでイデコやニーサと
色々用意したので資産運用を
しましょう！と国の方針を示
しました。日本で投資と言い
ますと、怪しい儲け話に騙さ
れて大金を失うと言った、なにやら怖い話のイメー
ジが付いて周ります。最初は上か下かを当てる簡単
なゲーム…。それなのになぜ勝てないのか？ファン
ダメンタルだテクニカルだと情報や技術に振り回さ
れるだけ。なぜ？負けるのか…。相場における不可
解な現象…。

①レバレッジの恐怖大きな力は制御不能
②9勝1敗でも勝てない	見えない恐怖と、甘えが生
む限界まで耐える力

③知っても使えない
①と②の仕組みを理解しても心は強くならない。

　ここで皆さんに、相場の世界で勝つ為のメンタル
を鍛える育成プログラムセミナーのご案内をさせて
頂きます。日時は2月15、16日。参加資格はロータ
リアン及び高校生から30歳までの青少年です。場
所は甚五郎、セミナー名はライラセミナーです。
　ウォークラリーは相場の様々な局面で炙り出され
る、心的な情景をお金を失うこと無く擬似的に体験
できます。また参加者には、様々な人たちとの新し



い出会いと、日常では経験出来ない充実感や人と人
の繋がりの大切さを感じた、協力して問題解決をし
た事は大人になってとても生きる。そんな感謝と感
動のおまけ付きです。
　皆さんの奮ってのご参加を楽しみにしておりま
す。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子	 内藤会員、卓話ありがとうございま

した。今年もあと1回の例会となり
ました。次回は夜間例会です。皆
様、大勢のご参加お待ちしていま
す。

武田富士子	 風邪をひいてしまいました。令和元
年も残り少ないというのに体調不良
となってしまいました。皆様も気を
付けて下さいませ。来週の為に治さ
なければと、本日は静かにしており
ます。23日のチャリティバザー！！
頑張りますので皆様よろしくお願い
致します。

中村　圭一	 12月もいよいよ中旬。「押し迫って
きました」という所ですが、「年の
瀬」「年末」という感覚がほとんど
ない事に気づき、愕然とします。

別府　明人	 内藤会員、貴重な卓話有難う御座い
ました。

内山　雅博	 内藤会員、卓話ありがとうございま
した！

大浦　芳弘	 寒くなったり暖かくなったり、気温
が安定しませんね。今週水曜日は、
19℃まで上昇するという予報も出て
います。寒暖差の激しい状況が続き
そうですから、皆様もご自愛くださ
い。

倉繁　　裕　	 先週の英国の総選挙の結果、EU離
脱が来年1月に実行される見込みと
なったことをはじめ、来年は秋の米
国大統領選挙とそれまでの米中貿易
摩擦の動向等、世界経済への影響の
大きな変化の可能性がある中、経済
減速の動きが緩和、向上に転ずるこ
とを願っているところです。

宮嵜　　慎	 内藤さん、卓話ありがとうございま
した。今月26日、23時フジテレビ
の「いまだ大明神」にて当社が出ま
すのでご笑覧頂けたらと思います。

坂本　直樹	 今年も残りわずかとなりました。後
厄の1年間、残り何事もなく過ごせ
るよう気を付けます。

大住　昌弘	 昨日はNHKの大河ドラマ「いだて
ん」の最終回でした。このシリーズ
は、必ずしも視聴率は高くないよう
ですが、毎回当時の幼い頃の東京オ
リンピックがそうだったのか、と
か、そうだったそうだったと懐かし
く見ていました。昨日は、いよいよ
大会本番で熱くなりました。来年
は、オリパラのボランティアで、
フィールドキャスト、シティーキャ
ストとも両方応募し、研修を受けて
います。ワクワクしてきました。暑
い中のワークに耐える体力を鍛えて
おかねば、と改めて鞭が入りまし
た。久しぶりに当たりくじを引きま
した。来年も良いことがあります様
に。

谷口　弘志	 内藤会員、会員卓話で貴重な話、誠
にありがとうございました。先週一
週間、土日も含めて連続の宴会づく
しで少しグロッキー気味です。今週
も宴会が続きますが、宴会が無い数
日は、体調回復の為にウォーキング
に取り組みたいと思います。

遠田　祐治	 明日はいよいよ周西中での出前教室
です。関係者の方、よろしくお願い
致します。

大森　俊介	 先日、宮本さんのご子息と忘年会で
ご一緒しました。父親をとても尊敬
されていて、とても素晴らしい好青
年でした。それにしてもお酒が強
い。

中野　賢二	 本日は久しぶりの四つのテストでし
た。皆から、話を短くしてと言われ
ました。しかし…やっぱり長くなっ
てしまいました。

福田　純也	 内藤会員、卓話ありがとうございま
した。

芝﨑　　均	 内藤会員、卓話ありがとうございま
した。

髙橋　雄一　　内藤会員、卓話ありがとうございま
す。

秋元ゆかり	 内藤会員、卓話ありがとうございま
した。

永嶌　嘉嗣	 明日の出前教室ですが、外来や介護
認定審査会などがあり私は参加でき
ません。講師のみの参加ですが、よ
ろしくお願いします。

岡野　　祐　	 昨日、「マザー牧場のイルミネー
ションが綺麗だから見に行こ



う！！」と娘を誘ったら、「は？め
んどくさい」と断られました。僕は
悲しくて、一晩中泣いていました。

楠原　義章	 今週20日(金)に千成さんで部の忘年
会を開催致します。転入者は余興を
行うことが恒例になっているので、
現在絶賛練習中です。

前田　　亮	 皆さん、こんにちは！先日町内会の
行事であるトラブルがあり、謝りに
行って来ました。気が重くアフリカ
の草食動物のような心境になってし
まいました。

赤星　哲也	 内藤会員、「相場について」の卓話
ありがとうございます。大変勉強に
なりました。

原田　健夫　　今年も残すところ半月。そろそろ新
年を迎える準備(の手伝い)をしなけ
れば…。内藤会員、貴重な卓話あり
がとうございました。

隈元　雅博	 内藤会員、卓話をありがとうござい
ました。先週12日(木)にかずさ青年
会議所の歴代理事長会議に出席しま
した。茂田会員、大森会員、猪瀬会
員同様、君津ロータリーのメンバー
候補としてご紹介できる仲間が多数
いました。その際にはぜひよろしく
お願い致します。世界平和と地域貢
献の為にこれからもロータリー活動
を頑張ります！

藪　　　武	 先週、中村支店長からラグビー憲章
にまつわるお話を聞かせていただき
ました。大変勉強になりました。し
かし、その後激しい腰痛に見舞われ
ておりまして、苦しんでおります。
大昔のラグビーの後遺症でしょう
か。

佐々木昭博	 12月14日、RYLA実行委員会に参
加してきました。参加青少年がまだ
まだ少ない様なので、各会員の皆さ
ん、ぜひご協力をお願いします。


