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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆さんこんにちは！今月は職業月間です。
　17日に八重原中学校の出前授業に参加されまし
た皆様、お疲れ様でした。
　皆さんの持っている素晴らしい人材、ドローンや
VRなどの最先端機材をもって望む出前授業は、子
供たちの興味と感心を膨らませ、先生方の負担を軽
減できるということで素晴らしい、本当に最強の教
育であると思います。この素晴らしいふれあいと共
に、大住国際奉仕委員長からの提案のスリランカに
関する2冊の本の寄贈も国際社会、心の教育という
面で尚素晴らしいものとなっていると確信していま
す。子供達がスリランカのことについて関心を持っ
てくれたことで、他の国々にも関心を深めてくれる
ことを望みます。
　さて、私は11日から14日まで大住委員長とスリ
ランカに行ってまいりました。スリランカは1815
年イギリスの支配下となり少数派のタミル人に分割
統治させたことにより富めるタミル人、貧しいシン
ハラ人との格差ができ不満がありました。そしてタ
ミル人のシンハラ兵士への殺害事件により1983年

より26年間内戦状態にありました。
　又日本と同じように、2004年インド洋の津波に
よって多大なる被害を受けました。そして地形上、
戦争の爪痕影響できれいな水が不足しています。
　そんな悲しい過去を持つ国ですが、真っ暗な瞳を
輝かせた子供たちが、恥ずかしそうに、真っ白い歯
で、明るい笑顔で私たちを出迎えてくれました。コ
ロンボ市内に行った時には、イスラム教の人々が多
くあふれ立派なモスクもありました。
　又多くの寺院もありました。国旗でもわかるよう
に仏教徒、ヒンズー教徒、イスラム教徒が皆仲良く
共存している点では、神道、仏教、キリスト教が共
存している日本と共通するものを感じることができ
ます。きっと優しい心にあふれた国に違いありませ
ん。
　スリランカはダイヤモンド以外すべての宝石が取
れるといわれますが、そんな優しい心を持った国民
はそれ以上の宝です。スリランカの意味、輝く島と
いう意味は心も輝く島であると思います。
　私たち日本も島国です。共に心に触れ合いながら
輝く島になれたらと思います。

報　　告
１．1月11日から国際奉仕委員会の大住委員長とスリラ

ンカプロジェクトの一環としてスリランカを訪問し
てきました。現地では奨学金授与式に参列し、里子
たちの自宅を訪問しました。私は4日間の滞在、大住
委員長は10日間の滞在でした。詳しい報告について
は、大住委員長より後日時間をとって改めてお願い
したいと思います。宜しくお願い致します。

２．1月21日(火)一般社団法人かずさ青年会議所の新年
例会に秋元ゆかり会員と私(内山会長)で出席してき
ました。秋元会員お疲れ様でした。

３．公益財団法人ロータリー日本財団よりマルチポー
ルハリスフェローのバッチが届いています。　
マルチポールハリスフェロー ＋1 荒井潤一郎会員
マルチポールハリスフェロー ＋2 大川裕士会員



荒井会員（左）、大川会員（右）

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員家族親睦忘年例会の写真 

〈報　告〉
１．1月30日(木)君津市社会福祉大会が開催されます。

場所：君津市民文化ホール(中ホール)
時間：13時15分～16時(受付：12時30分～)
出席：内山会長

２．2月1日(土)RLI(ロータリー・リーダーシップ研修会)
が開催されます。
場所：千葉市民会館
受付：9時40分～(開会：10時10分)
出席：廣田研修リーダー
＊なお地区委員として吉野会員、宮本会員、鈴木

会員も出席

４．2月2日(日) 地区補助金セミナーが開催されます。
場所：三井ガーデンホテル千葉
点鐘：13時(受付：12時30分)
出席：内山会長、次年度R財団委員会 宮嵜委員長

　　　　
〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．鉄鋼新聞(君津RC出前教室の活動掲載)
４．第5グループインターシティミーティング出欠につ

いての案内

プ　ロ　グ　ラ　ム
外部卓話
「海上保安業務」と「海上テロの現状」

海上保安庁 木更津海上保安署長 柏木秀美様

Ⅰ　海上保安業務
　１　担任区域について
　　　木更津海上保安署担任

区域
(木更津市、君津市、富
津市の沿岸海)

　２　治安の確保について
(１)テロへの対応 

(2020年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会)

(２)海上犯罪の取締り
(３)国際組織犯罪の取締り

　３　生命を救う
(１)海難救助
(２)自己救命策確保キャンペーンの推進

　　　　・ライフジャケットの常時着用
　　　　・防水パック入り携帯電話等の連絡手段の

確保
　　　　・「118番」の活用(海での事件・事故、緊

急通報ダイヤル)
　４　青い海を守る

(１)廃棄物の不法投棄などの取締り
(２)図面コンクールなどの海洋環境保全の啓発

活動
　５　災害に備える
　　　台風15号の災害における海上保安庁(木更津

海上保安署)の生活支援
　　　給水21名、入浴(シャワー)205名、充電51名
　６　船舶交通の安全を守る
　　　海の安全情報の提供
　７　海を知る
　　　海洋の調査・海図の作成
　８　海をつなぐ
　　　国内外関係機関との連携・国際協力
　９　その他
　　　海上保安官募集

Ⅱ　海上テロの現状
　１　過去の海上テロ事例の紹介
　２　未然防止について

(１)船舶所有者・管理者、ボート販売店・レン
タル店の方へ

・船の管理を徹底(テロに利用される可能性)
・パトロール等、自主警備を強化
・怪しい人に売らない・貸さない



(２)事業者・施設管理者の方へ
・フェンス、防犯カメラ、センサー等の導入
・自主警備や出入管理の強化

　　　不審に思ったらすぐ通報　118番、110番

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 先日の八重原中学校の出前教室に参

加されました皆様、お疲れ様でし
た。木更津海上保安署長・木更津港
長柏木様、本日は来訪ありがとうご
ざいました。又、井出様、貴重な卓
話ありがとうございました。そし
て、大住国際奉仕委員長、長いスリ
ランカでの活動お疲れ様でした。

大川　裕士 柏木様、井出様卓話ありがとうござ
いました。改めて、25日の海難防止
講習会の講話に感謝申し上げます。
今後とも航海の安全、海上汚染防止
に努めて参ります。

福田　順也 木更津海上保安署長柏木様、卓話あ
りがとうございました。

川名　正志 記念日の花頂きました。ありがとう
ございます。

荒井潤一郎 令和2年1月がもう終わります。1ヶ
月があっと言う間に過ぎ、時が経つ
のが早いです。

隈元　雅博 木更津海上保安署長・木更津港長、
柏木秀美様、井出健太郎様、本日は
ありがとうございました。地域の安
心・安全のためにこれからも宜しく
お願い致します。土曜日に成田山に
行ってきました。マスクをした方が
少なく意識の差を感じました。これ
からも安全第一でロータリー活動を
頑張ります。

秋元ゆかり 柏木様、卓話、有難うございまし
た。

内山　雅博 柏木様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。24日から行内の定例監
査が4日間入っています。一年に一
度、予告なしに突然、臨店します
が、テレビドラマで観るような緊張
感、臨場感があり、悪いことしてい
ないのに、いつも寿命が縮む思いで
す。

釼持　純一 令和最初の春季鳩レースで、大洗
100Kレースで1位、2位と幸先良い
スタートが出来ました。

大森　俊介 木更津海上保安署柏木様、井出様、
本日はありがとうございました。貴

重な卓話大変勉強になりました。
小幡　　倖 雪になりそうとのことですが、車の

安全対策をしなければと考えていま
す。住居が山間部ですので…。　　
写真をいただきました。内山会長、
大住委員長お疲れ様でした。

黒岩　靖之 木更津海上保安署長柏木秀美様、井
出様、本日はご来訪及び貴重な卓話
ありがとうございました。

原田　健夫 中国のコロナウィルス、心配です
ね。本日は柏木様、井出様、貴重な
卓話ありがとうございました。

大住　昌弘 1/11～21、コスモス奨学金関係者
とともに、スリランカを訪問して
きました。雨が降ったのは1日だけ
で、あとは、毎日30℃超の中、結構
暑い毎日でした。殆ど、お寺での奨
学金や浄水器の授与式か、マイクロ
バスで山道が多い行程で、里子さん
達の自宅を訪問していました。日本
では外見、日常生活は安定し健康的
そうですが、家族等人間関係など幸
福度はどうなんだろうと改めて考え
てしまいました。詳細は、後日ご報
告します。

吉野　和弘 写真頂きました。
藪　　　武 老化が原因と診断された腰痛も、

徐々に良くなってきました。あと
数ヶ月は色んなウイルスにも気を付
けて、楽しい春を待ちたいと考えて
います。

早見　秀一 木更津海上保安署長柏木秀美様、よ
うこそ君津RCへ。貴重な卓話あり
がとうございました。写真頂きまし
た。ありがとうございます。

谷口　弘志 柏木様、井出様、卓話ありがとうご
ざいました。先週、久しぶりに仕事
で釜石を訪問しました。東日本大震
災の復興事業も終息に向かっている
様です。但し、街が変貌していくと
同時に、一時的に集まった人達が引
き揚げつつあるということで、市の
活性化には次の段階の取り組みが必
要ではないかと感じました。

坂本　直樹 今晩、関東甲信では雪の予報が出て
います。夜間の運行の多い弊社で
は、事故が起きないか毎回心配にな
ります。今日は十分な備えをしてド
ライバーさんを送り出します。

岡野　　祐 昨日は、家族でミュージカルを観に



行き、新大久保に韓流グッズを買い
に行きました。全て、娘の趣味に付
き合っています。

吉田　雅彦 木更津海上保安署長柏木様、本日は
貴重なお話をありがとうございまし
た。オリ・パラに向けて、自身ので
きる協力をしていきたいと思いま
す。

髙橋　雄一 木更津海上保安署長柏木様、井出
様、卓話ありがとうございます。大
住さんおかえりなさい。

中野　賢二 来週は周西小の出前教室ですが、ま
だ何も準備をしておりません。土日
に残業をして、スクラップロボット
の部品を作成する予定です。頑張り
ます。

鈴木　荘一 木更津海上保安署長柏木様、本日は
貴重な卓話ありがとうございまし
た。。

芝﨑　　均 木更津海上保安署長柏木様、貴重な
卓話ありがとうございました。

村上　　進 皆様こんにちは！！柏木署長、井出
様卓話ありがとうございました。

谷　　浩司 今年は、庚子の年にあたるという事
で今までを改めて考え、今年に新た
なチャレンジをしようと、日々勉強
をしようと思っています。宜しくお
願い致します。

内藤　智介 柏木様、井出様、卓話ありがとうご
ざいます。秋元ゆかり会員の日頃の
頑張りに感謝します。




