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開 始 点 鐘 中村圭一副会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
四 つのテスト 大川 裕士会員
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会長挨拶及び報告

中村圭一副会長

令和2年の第2回例会に会長
代理でご挨拶させていただき
ます。
これまで会長代理として7
月、10月にご挨拶させていた
だいていますが、2回ともラグ
ビーに関する話題を提供させ
ていただきました。
7月は、弱小日本ラグビーを
世界トップクラスに導いた指導力に関したお話、
10月は、日本全体を熱狂にまきこんだラグビース
ピリッツに関するお話をさせていただきました。そ
して、今回、3回目ということで、またラグビーに
絡んでお話をさせていただきます。
前回、ラグビーにはラグビー憲章があり、これが
武士道精神に通じるものがあり、日本人がラグビー
観戦を通じて心を揺り動かされ本来持っているこの
精神に目覚め、心地よい感動を味わっているのでは
なかろうかという私の感想を述べさせていただきま
した。
そして、先日、大西将太郎さんという元全日本ラ
グビー選手41歳の方が経団連の会報のコラムに投
稿されている記事がありました。そこに、「なぜラ
グビーが必要なのか、と問われたとき、より良い社
会を作り出すためにはこのラグビー精神こそが必要
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だからと発信し続けていきたい。」と書かれていま
した。日本の社会をより良くしていくための精神的
な基盤としてラグビー精神というものを位置付けて
考えるということだと思います。
かつて日本人は武士道精神を基盤としていた。し
かし、戦後はこれが希薄化して社会がいろいろと変
化してきた。これを立て直していく精神的基盤にラ
グビー精神を据えるということです。私のつたない
考え方と合致しているものであり、大変嬉しく心強
く思った次第です。
日本人には多くの美徳があります。震災などのと
きにも略奪などが起きないみたいなことは諸外国の
方々から驚嘆をもって評価されたりするところで
す。日本人は多くの美徳をDNAに刷り込んで保持
していると思いますが、昔の日本人と、私も含めた
最近の日本人ではなにが違うかと胸に手をあてて考
えてみると、特に私なんかは、昔の方々と比べて正
義感とか勇気みたいなもの、これが希薄になってき
ているように感じます。
ラグビー精神というものに改めて触れ、これらを
思い出して今後の生活や社会貢献に活かしていきた
いと思います。
全く話は変わりますが、先日、台湾の総統選挙が
あり蔡英文さんがダントツで当選しました。
中国に対して、断固民主主義と独立を守るという
ことを最大の公約としていたそうです。台湾につい
ては、日本と台湾、相互に対して好感度が高い、両
想いの関係ということは知っていましたが、台湾
の歴史や政治などについては全く無知でしたので
ちょっと勉強してみました。すると、戦前は日本統
治下にあったこの国が、日本に対して今でも強い感
謝の念を持ち続けているということを知りました。
戦前の日本の教育、精神というものに対してです。
日本ではこれらは罪悪のように位置付けられていま
すが、やっぱり違うんだなあということです。 台
湾では、戦前のまさに武士道精神に通じるものが今
でも強く生きているということを初めて知りまし
た。台湾に行ってみたいと思います。台湾のロータ
リークラブと交流したいですね。
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１．第7回理事会が1月6日(月)に開催されましたので報
告を致します。
１）会計報告
２）チャリティーバザーの金額残高について
収入414,500円（一部歳末たすけあい募金に寄付)
残金は、会員に還元できるよう使用する
ロータリー関 係のものを購 入したらどうか？
（再度検討する）
３）4月20日の会員卓話について
外部卓話に変更する
内容：漆原摂子ガバナーエレクト
テーマ:ガバナーを迎えるに際して
４）周西小、出前教室開催について
開催日：2月7日(金)午前中 8講座開催
５）君津市国際交流会の卓話について
2月17日(月)国際交流協会の生徒さん作文発表
発表者は未定(検討中)
６）バギオ基金について
例年通り当クラブからの寄付はしない。
(回覧する)
７）その他
①次回理事会
日程：2月3日(月) 例会前11時30分～
場所：ホテル千成
②上総RCとの合同例会開催
日程：4月13日(月)通常例会を夜間例会に
変更して開催
２．1月12日(日)2019年度米山記念奨学生及びカウンセ
ラー新年懇談会が開催されました。
地区委員長の鈴木会員、カウンセラーの廣田会員、
米山奨学生の付くんが出席しました。
お疲れ様でした。
３．1月10日(金)、君津商工会議所新春賀詞交歓会が開
催されました。当クラブからは武田幹事が出席され
ました。お疲れ様でした。
４．1月17日(金)八重原中学校の出前教室が開催されま
した。ご協力頂きました会員の皆様ありがとうござ
いました。後程、遠田委員長より報告をお願いしま
す。
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事
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(1月号)
３．ロータリーの友(1月号)

武田富士子幹事

４．2019年手続要覧(希望者及び次年度理事のみ)
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
１）日時：1月13日(木) 時間変更
理由：クラブ定款第8条第1節C項による
２）日時：2月27日(木) 休会
理由：クラブ定款第8条第1節C項による
＜富津中央RC＞
１）日時：1月30日(木) 時間変更
点鐘：18時
理由：新年家族親睦例会
２）日時：2月27日(木) 休会
理由：2月29日(土)のIMを例会日に変更
２．1月21日(火)かずさ青年会議所新年例会が開催され
ます。
受付：15時30分～
場所：ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
出席：内山会長・秋元ゆかり会員
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．第5グループインターシティミーティングの出欠
の案内
４．バギオ便り・バギオ基金案内
５．風の便り
６．ハイライトよねやまNo238
７．コーディネーターNEWS(2月号)
委 員 会 報 告
職業奉仕委員会
「君津市立八重原中学校出前教室実施報告」
遠田 祐治委員長
日時：令和2年1月17日(金)
講座：8講座
①「電気をつくる仕事」君津共同火力㈱／原田会員

②「知ってそうで知らない？ 鉄のすごさ！」
日本製鉄㈱君津製鉄所／楠原会員

⑦「情報通信技術と建設業」㈱宮本組／宮本会員

③「水をきれいにする仕事」日鉄環境㈱／赤星会員
⑧「情報技術を使った設計の仕事」
日鉄テックスエンジ㈱／谷口会員

④「製鉄所内のエコな仕事」㈱テツゲン／遠田会員
終わりの会で、内山会長による国際奉仕活動の紹
介、ご挨拶を実施しました。また、生徒および担当の
先生からお礼の言葉をいただきました。
写真撮影小幡会員、事務局から高島さんにも来てい
ただきました。ありがとうございました。
次回2月7日(金)周西小学校です。よろしくお願いし
ます。
⑤「病院で働く人」 玄々堂君津病院／永嶌会員

⑥「磁気の不思議」 ㈱ＭＴＩ／倉繁会員

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」紹介

谷浩司委員

公共イメージ向上委員会の谷
浩司です。
ロータリーの友2020年1月号
の記事を紹介させていただきま
す。
では、まず3ページを開いてく
ださい。ここには現R会長のメッ
セージが記載されています。3
段落目をご覧ください。私は会
長として職業人としての生活、家庭人としての生活と
ロータリー活動のバランスをとることを優先事項に掲
げています。ボランティアの役職として必要以上の時
間を割かねばならない、というプレッシャーをロータリ
アンが感じることがあってはなりません。これには理由
がいくつかありますが、その一つはロータリーでは、職
業人として行う活動も、ロータリーとして行う活動と同

じように重要だからです。とあります。そして、以降に
も記載されていますが、これからの若い人たちを招き
入れる時や更に成長し、より強く多様性に満ちていく
にも職業奉仕が重要だとおっしゃっています。
8ページを開いてください。ここでは、尼崎西ロー
タリークラブの田中さんの記事が載っています。国際
ロータリーのモットーの一つ"He Profits Most Who
Serves Best"についての考察について書かれていま
す。この文はアーサーF．シェルドンが創案したもの
で、真意について100年に渡って色々な人たちが解釈
を試みています。そこで、大量の文献から15年かけて
内容を分析したそうです。現在ではHeがOneに変って
おりますが、左の段の一番下の行にあるように、「シェ
ルドンの経営学に基づく奉仕理念は極めて斬新なもの
であり、実践することにより、多くの利益を得ることが
実証されたため、多くのロータリアンの賛同を受けまし
た。」とあります。
そして、9ページの下から15行目、シェルドンの思想
では、奉仕を実践すれば必ず物質的な富が得られると
書かれています。日本の清貧という考え方はないそう
です。
11ページを開いてください。ここでは甲府北ロータ
リークラブの小林さんの日本の職業奉仕についての記
事が載っています。「Vocational Service」(職業奉仕)
という言葉について書いてありました。右の職業奉仕
はロータリーの根幹の2段落目の二行目の後ろからRI的
解釈の職業奉仕は「自分の職業スキルを生かした奉仕
活動をそう呼ぶ」とあります。この職業を職業スキルだ
けで語るのは間違っているとし、日本においての職業
奉仕についての考えをまとめられています。
また、13ページの左の段の下から3行目には、RI的に
も日本的にも職業奉仕はロータリーの根幹だという事
が書かれています。ぜひお読みください。
20ページ目では日本のロータリーが100周年を迎え、
日本のロータリー100周年実行委員会委員長の三木さ
んの記事が載っています。
24ページから27ページでは例会の席順を固定するの
かシャッフルするのかについて、沢山の会員の意見が
載っています。面白いので一度読んでみてください。
次は縦ページです。4ページ目、現パナソニック(株)
テクニクスブランド事業担当参与でジャズピアニスト
でもある小川理子(みちこ)さんの記事があります。この
方は音響研究開発部門で研究職としてほぼ15年働い
ていた方で、当時はなかった聴覚についての研究をさ
れました。読んだ中で小川さんが3つの大切にしている
ことについて書いてある文がありますので読ませてい
ただきます。8ページ目の真ん中ほどの段落から、一つ
目は「挑戦し続ける」。自分が限界だ、と感じる3セン
チくらい上に棒高跳びのバーを掲げる感じです。こう
いったことを続けてきたら後で振り返ったときに「あ、

こんな地点まで上ってこられたんだ」と思うことが出来
ました。
次の段落に移りまして、二つ目は「豊かに発想し、
創造、クリエートする」。新入社員の時「毎日特許を書
け」と言われました。しかしそう言われても出てくるも
のではないし・・・と悩んでいると、当時の所長が「世
の中は分かっているよりも分からないことの方が無限
なんだから、分からない部分、無限の方に目を向けなさ
い」と言ってくださいました。その時は何を言われてい
るのか分からなかったのですが、長年仕事を続けてい
ると一見関係がないところで知と知が結びついてイノ
ベーションが起こることがあり、世の中の小さな変化、
兆しを察知する感度のアンテナを掲げること好奇心を
持って色々なことに興味を持つことの重要性が分かっ
てきました。
三つめは「信念と情熱を持ち続ける」ことです。自
分の個性、得意分野、強みを軸に信念は形成されま
す。それが自分のバックボーンとなり、どんなときでも
よりどころとなりますから、情熱を持ち続けるのが大切
です。とあります。これからの時代に対しヒントになる
メッセージが記載されていると感じました。詳細につい
てはお読みください。
すべてを読みたいところですが、時間の都合上以上
とさせていただきます。是非ご一読ください。ありがと
うございました。
プログラム
年男(還暦)の抱負

(還暦)大浦芳弘会員

いよいよ還暦といわれる年
になりました。
昭和35年生まれ、昨年ご
即位された天皇陛下の一日先
輩です。還暦といわれてもピ
ンとこないというのが正直な
ところで、年の初めに「還暦
とは？」と少々考えてみまし
た。
ネットで還暦と検索すると、まず間違いなく出て
くる言葉は、「定年」と「第二の人生」という二つ
の言葉です。これが、ピンとこない大きな理由で
す。
まずは、「定年」ですが、既にシニア雇用等の制
度で65歳くらいまでは定年延長されており、「定
年65歳」も現実のものとなりつつあり、現実と乖
離しつつあります。
次に「第二の人生」ですが、これもシニア雇用等
の制度で同じ仕事を65歳くらいまで継続するのが
当たり前の状況では、現実と乖離しています。私
も、まだこの3月で辞めろとは言われていません。

話は変わりますが、年末年始に京都の田舎に帰っ
た際のことですが、小学校の同級生から「還暦祝い
はどうするの？」と聞かれるということがありまし
た。最初は、「何のこと」と思ったのですが、「そ
ういえば、昔はそうだった」と、直ぐに気が付き
ました。もう25年以上前の父の還暦もそうでした
が、私の田舎では、親戚はもちろんのこと、近所、
いわゆる隣組の方々も家にご招待して大宴会を実施
するのが習わしのようなものでした。
これは、60歳という高齢まで長生きできたとい
うお祝いと、お世話になった皆様に振る舞い酒をだ
すことで厄を払うという意味があると聞いたことが
あります。
残念ながら、私は田舎を出て生活しておりますの
で、申し訳ない話ですが還暦祝いは遠慮させていた
だくことにしました。同級生は、少し規模は小さく
するものの実施する予定と言っておりました。
働く環境が大きく変わっていくこと、また、還暦
祝いといった行事も変化しつつあること等により、
還暦は、これまでのような意味合いではなく、人生
の一つの区切りということにしかならないのかもし
れません。
ニコニコＢＯＸ
中村 圭一
私事ですが、1月16日に次女の第2
子が誕生しました。4人目の孫で、
初めての女の子です。明るく健康に
育って欲しいです。子ども達に明る
い未来を遺してあげられるようにし
たいものです。
武田富士子
1月15日、結婚35回目の記念日に綺
麗なお花を頂きました。ありがとう
ございます。先日、君津商工会議所
主催の賀詞交歓会にて着物を着ての
参加をさせていただいたのですが、
我姿は京塚昌子か内山会長命名のフ
ジコデラックスそのものでした。武
士の武(ぶ)に田んぼの田(た)、ブタ
と書いてタケダと呼んでもらってい
ますがやはりブタだ。
坂井佳代子
皆さん、こんにちは。今日は初めて
大当たりしました。ありがとうござ
いました。本日は恵比寿講で、千成
では煮物、お頭付きの魚、酒を用意
して一年間、恵比寿様にお仕事をし
て頂く為、接待してお出かけをお見
送りする日です。
篠塚 知美
遅くなりましたが、明けましておめ
でとうございます。本年も宜しくお
願い致します。今年初めての例会参
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加です。隈元会員、福田会員、先日
は君鶏へのご来店ありがとうござい
ました。
出前教室、皆様お疲れ様でした。
今年も初めての例会出席です。皆さ
ん今年も宜しくお願いします。
還暦おめでとうございます。八重原
中学校出前教室ご苦労様でした。
出前教室の写真頂きました。授業に
参加できず申し訳ありません。
先週、八重原中学校の出前教室でし
たが、生徒さん全員興味を持って取
組んでもらいました。最後には、ど
うやって今の仕事を選んだか等、今
回担当した若手講師に対し進路に関
して多くの質問があり、中学1年か
ら自らの進路をしっかり考え始めて
いることがわかりました。
本日、木更津高専技術振興交流会の
資料を置かせてもらいました。興味
のある方は、中野まで、連絡下さ
い。
先週、弊社として初めて八重原中学
校の出前教室に参加させて頂きまし
た。比較的好評だったと思います
が、今回の反省や要望等を加味しな
がら、次回からの出前教室に反映さ
せて充実させて行きたいと考えま
す。
昨日、フォードvsフェラーリと言う
映画を見ました。仕事に対する情熱
と同じ位にそれを実現する為の資金
力も重要だよねと…。フォード2代
目社長のワガママぶりを見て、改め
て実感！まあまあ楽しい映画でし
た。
出前教室ありがとうございました。
2月、周西小も宜しくお願いしま
す。
所用の為、途中退席いたします。
皆さん、こんにちは！！大住さん
！スリランカでの活動お疲れ様でし
た。また、出前教室へ参加された会
員の皆様、本当にお疲れ様です。
君津RCは、本当にすごいと思いま
す。ロータリーは世界をつなぐ！！
ですね！！
インフルエンザが流行しています。
A型はかなり高熱がでる様なので、
皆さん、予防をして下さい。
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明けましておめでとうございます。
大変ご無沙汰しており、大変すみま
せんでした。やっと、君津での業務
に集中できそうですので、今後も宜
しくお願いします。
大浦会員、本年もどうぞ宜しくお願
い致します。これからもロータリー
活動頑張ります。
17日寒い中、八重原中学校出前教
室講師の皆様ありがとうございまし
た。お疲れ様でした。
職業奉仕委員長遠田会員、出前教室
お疲れ様でした。委員会の皆様もお
疲れ様でした。
会員の皆様、明けましておめでとう
ございます。会員の皆様にとってと
ても良い年になりますように！！
こんにちは。記念日のお花ありがと
うございました。とても可愛いお
花、癒されます。
先週、人見神社に渉外一同にて新年
のお払いに行って参りました。1年
間事故のなき様、お願いしました。
今日は、所用で早退します。すみま
せん。
6日の新年最初の例会は欠席とな
り、申し訳ございませんでした。改
めまして「新年明けましておめでと
うございます。本年も宜しくお願い
します。」さて、私もいよいよ還暦
という年を迎えることになりまし
た。還暦と言われてもピンと来ない
というのが正直なところですが、一
つの区切りとして公私ともに切り替
え、何事にも興味を持って取り組ん
でいきたいと思います。

クラブ協議会の様子（令和 2 年 1 月 20 日）

