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土俵際、もはや絶体絶命。
わたしはただ、為す術もなく押し込まれる。
勝ち目のない勝負はあきらめるのが賢明だし無駄だ。
しかし、そんな考え方は馬鹿げている。
「自分のため」が「みんなのため」になる人になりたい
「一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために」
想いをもって、今こそ自分を貫き、奮い立たせるときだ。
誰とも違う発想や想像、工夫を駆使して闘え。
小さな者でも、大きな相手に立ち向かえ。
それでも人々は無責任に言うだろう。
どうせ無理だし無駄、奇跡なんて起こらない。
わたしは、そんな言葉を信じない。
必ず、大逆転は、起こりうる。

会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
『逆転文書』
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見方を変えることで、逆風の中でも道を切り開い
ていこうという“メッセージ”が込められている。ど
んな時でも、逆境にあっても、機会の扉を開き、前
向きに進んで行きましょう！
報
告
１．社会奉仕委員会の村上委員長が、駅前花壇に噴
水出来るホースを設置して下さいました。あり
がとうございました。
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より米
山功労クラブ感謝状が届きましたので、お知ら
せします。
表彰年月
表彰回数

2020年7月
11回 米山功労クラブ
君津ロータリークラブ

勝利を諦めようとする、後ろ向きな内容に胸が苦し
くなります。この文章をそのまま読むと、ネガティ
ブな文章ですが、この文章を下から一行ずつ上へ読
んでみると、驚くべき逆転劇が始まります。

国際ロータリー会長
ガ バ ナ ー 漆
ガ バ ナ ー 補 佐
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〈配布物〉
１．例会プログラム(裏面：会長挨拶)
２．ガバナー月信(9月号)P9新ロータリアンに、阿
部輝彦会員・川村会員掲載
３．ガバナー公式訪問の写真(撮影した方のみ）
４．クオカード(1,500円分)
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
〈木更津東RC〉
日時：9月23日(水)休会
理由：定款第8条第1節C項による
〈富津シティRC〉
日時：9月9日(水)例会場変更
場所：ひろ寿司
理由：通常例会場が臨時休業のため
２．9月12日(土)地区R財団セミナーが開催されます。
場所：TKPガーデンシティ千葉
時間：受付12:30 点鐘13:00 閉会16:30
出席：宮嵜R財団委員長
宜しくお願いします。
親 睦 委 員 会
9月の私の誕生祝・記念日
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私のロータリーモーメント
「職業奉仕を通して絆を紡ぐことの大切さ」
谷口 弘志会員
ご縁があって2017年4月に
君津ロータリークラブに入会
して、早いもので今年は4年目
を迎えています。この間、公
共イメージ向上委員会を中心
にクラブ活動に参加して来て
強く感じることは、当クラブ
の職業奉仕活動のいくつかの
実例に触れ、職業奉仕の意義
深さや奉仕活動を通して得られるものの大きさに気
づかされたことです。
一つ目の体験例は、君津地域のご家族や東日本大
震災で東北から君津に避難されているご家族を招い
て、泥んこになりながら枝豆の収穫体験を通して、
家族・親子の絆や参加者相互の親睦を深めて頂く枝
豆収穫祭です。この収穫祭では同時にポリオ撲滅
キャンペーンの広報活動を行っています。収穫祭の
準備などの裏方や「ロータリーの友」への紹介記事
の掲載を担当しながら、近頃では自然体では希薄に
なりがちな“人の絆、延いては地域の絆”を深めるこ
との意義を強く感じることが出来ました。地域に根
差したクラブとしての原点の活動として、これから
も主体的に活動を支えて行きたいと思っています。
二つ目の事例は、当クラブの国際奉仕活動である
スリランカへの浄水器の寄贈に関して、その活動に
間接的に触れる中で数々の学びを得たことです。奉
仕活動の意義は、スリランカの学校の子供達にきれ
いな水を提供するという衛生環境の向上ですが、国
際奉仕委員会の報告を聞く中で、コスモス奨学金副
代表の野口芳宣氏の著書、「敗戦後の日本を慈悲と
勇気で支えた人」を熟読する機会を得ました。この
本は、第二次世界大戦のサンフランシスコ講和会議
にセイロン(スリランカ)全権として出席され、敗戦
国日本の完全独立と賠償請求権の放棄を宣言して
日本に対する寛容と慈悲を世界に呼びかけた、ジャ
ヤワルダナ大統領について執筆されたものです。今
まで全く知らなかった、サンフランシスコ講和会議
の詳細な史実、親日家ジャヤワルダナ大統領の数回
に亘る来日での出来事、戦前・戦後を通しての日本
とスリランカとの交流の歴史など、多くの資料調査
に基づいた著者渾身の力作であり、私にとっては強
烈な印象と多くの学びがありました。先達が切り開
いて来た国際交流の絆を少しでも太く紡いで次代に
繋いで行くという意味においても、当クラブの国際
奉仕活動を微力ながら支えて行きたいと考えていま
す。
ウィズコロナの時代にあっては、行動変容は人と

人とのフィジカルディスタンスの確保を余儀なくさ
せますが、そんな時代にこそ“絆”の価値がより高ま
るものと考えます。
今後も職業を通して奉仕することの意義を深堀し
ながら、「奉仕の理想」の実現を通して、社会奉仕
への共感と自らのロータリーモーメントの密度を高
め、真のロータリアンを目指して取り組んで参りま
す。
大森

俊介会員

入会して間もなく4年が経と
うとしています。活動歴はま
だまだ浅いですが、社会奉仕
委員会に3年、国際奉仕委員会
に1年、そして今年度はS.A.A
としての重責を担うことにな
りました。
ロータリーに入会して特に
思うことは、会員の皆さんが
本当に奉仕の理念を実践し活動されていることに敬
服をさせられます。ちょっとしたことでも、活動歴
や年齢に関係なく、自らが動いて実践する姿を見
るに自分もこうあるべきだといつも感じることが出
来、勉強になります。
また、社会奉仕委員会委員長で活動させて頂いた
ときは、委員会のメンバーをはじめ、会員の皆さん
のご協力がなければ1年間の活動はままならず、自
分の至らないところをフォローして頂いたことに本
当に感謝をしております。
そして、ロータリーでは異業種の方達との交流が
出来るのもとても魅力に感じています。ちょっとし
た会話の中にも、参考になる意見や考え方、仕事に
関する様々な情報など非常に有意義に感じています
し、自分の励みにすることが出来ます。
会員の皆様とロータリーを通じて、知り合い、仲
間になれたことは、本当に有意義に思います。自分
自身もロータリアンとして、ロータリーの目的、四
つのテストの精神をしっかりと実践し、これからも
活動して行きたいと思います。

クラブの利点・欠点
早見

秀一会員

君津ロータリークラブは、
会員の1/4(25%)が日本製鉄に
縁(ゆかり)のある方々であり、
金融機関や保険会社の方々も
含めますと、転勤・異動の可
能性のある方々が3割強とな
り、転勤の無い地元経営者の
方々は7割弱であります。年
齢では、30代後半から80代後
半までと幅広い年齢層となっており、女性会員は5
名です。職業分類は52と多種多様となっておりま
す。
以上が数値から見た君津ロータリークラブです
が、当クラブの最大の特徴は、地元の子供達の触
れ合いの多さにあります。年に3回の小中学校での
出前教室、それと中学生との駅前花壇への花植え奉
仕は年2回、これだけで延べ500名前後です。これ
に、親子体験枝豆収穫祭や、児童発達支援センター
のクリスマス会への支援まで含めますと、1年で
600名を超える子供達との触れ合いとなっておりま
す。これには毎年恒例の君津ロータリークラブ杯少
年野球大会やRYLAセミナーへの参加を含んでおり
ませんので、この子供達との多くの触れ合いは当ク
ラブの大きな特徴だと考えております。
そして、しいて挙げる当クラブの欠点は、社会人
野球の大会があるなど、日本製鉄関連行事と例会が
重なる時に欠席者が多くなることです。
発言は以上となります、ありがとうございまし
た。
内藤 智介会員
まず私のような若輩者が、
自クラブに対して欠点や利点
を申し上げるには心理的抵
抗を感じております。まず欠
点とのことですが、私は君津
RCの会員で良かったと本当に
思っており、そもそも欠点な
どありません！と思っており
ます。ただ敢えていうとすれ
ば、君津ロータリークラブでは、日本製鉄を始めと
する関連の協力会社所属の会員の方が多く、転勤な
どで新任の方と入れ替わりがあるのですが、タイミ
ングを逃すと挨拶も出来ないままお別れとなってし
まい寂しい思いを抱いております。
次に利点です。私にとってですが、お手本とすべ
き諸先輩のタイプが、とても彩り豊かという点で
す。個別の詳細は省きますが君津RCは特に恵まれ

ていると思っています。
私の人生の目標は、ロータリアンとして死ぬこと
です。叶うかどうかはわかりませんが、先輩方に学
び実践し同じ方向に歩んで行きたいと思っておりま
す。
私からは以上です。
佐々木

昭博会員

先ずは私が思いつく君津RC
の良いところですが、やはり
最初に思いつくのは会員同士
の仲が良いということです。
他クラブではピリピリとした
雰囲気のクラブも有るとお聞
きしますが、君津は和気あい
あいとした雰囲気で例会や親
睦活動も楽しく行えていま
す。私は入会6年目となりますが、ベテランのロー
タリアンになればなるほど親切に優しく接してくれ
るので、非常に感謝しております。
また、職業分類的には君津市という土地柄、地元
企業と日本製鉄さん関連の会員がバランス良くい
らっしゃるので、お互いに知らない分野の知識など
の情報交換もすることが出来て勉強にもなります。
あと、例会で出るホテル千成さんの昼食が大変美味
しいことです。それだけでも例会に行こうという気
持ちになりますね。以上のことから当クラブの例会
出席率は高いのでは無いかと思います。
続いて欠点というか改善したら良いかなという点
ですが、良いところでもある仲が良く和気あいあい
過ぎて、緊張感が若干足りない部分がある。人生道
場である例会にて、もっと真摯にロータリー活動や
ロータリー哲学とは何なのか？などを追求し勉強を
出来ている感じは余り私自身は感じません。楽しい
例会は主にお互いの近況や世間話しが主です。これ
は私自身に問題があると思いますが、もっと先輩
ロータリアンの方達にロータリーでの行動や考え方
などもお伺いして行くべきだなと改めて感じます。
また、君津RCとして長年継続的に行っている奉
仕活動は何個もあるのですが、新たに考えて取り組
む奉仕活動への積極性が少し足りないかなと思いま
す。一つの奉仕活動を継続して行くことは無論大切
なことですが、ロータリーとしては地域に貢献出来
る、ロータリーにしか出来ない新しい取り組みを考
え出し、軌道に乗せて、他の民間団体などに引き継
ぎ、継続事業にして頂くことの方がロータリーとし
て価値を打ち出せるのではないかと思います。
以上、このような発表の機会を頂き、当クラブの
現状や自分のロータリー活動について改めて考える
良い機会になりました。今日発表したことがどれだ

け実効出来るか分かりませんが、先ずは「意識」を
して「行動」しないと実現はしませんので、私自身
も少しでも君津RCの発展に役立てるように努力し
たいと思います。
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
今週から通常通り例会を開催しま
す。宜しくお願いします。
福田 順也
本日のメインプログラム私のロータ
リーモーメント、クラブの利点・欠
点を発表して頂いた皆様方ありがと
うございました。
谷口 弘志
先週、かずさマジックの都市対抗千
葉県予選の応援に行ってきました
が、残念ながら決勝戦で大敗して第
二代表となってしまいました。南関
東大会での一段の奮起を期待したい
と思います。
岡野
祐
今月は、娘の14才の誕生日です。プ
レゼントは何が良いか聞くと、韓国
に連れて行けと。コロナで行けない
ので新大久保に連れて行こうと思い
ます。
茂田 秀和
抽選にて“大当たり！”ありがとうご
ざいます。席替抽選なのに席が決
まっていないので今日は前の方に座
ります。
倉繁
裕
九州地方に大型台風が2週続けて襲
来していますが、地球温暖化による
陸上の気温と海水温の上昇に原因し
て豪雨、強風発生につながっている
ようです。最近の豪雨、強風水準を
基準にして、改めて各地の街づくり
が必要な状況でしょうか。
小幡
倖
朝方は涼しくなりましたが、日中は
猛暑。これから台風シーズンになり
ますが去年の苦難が思い出されま
す。今年は何とか運を期待したいで
すネ。写真ありがとうございまし
た。
梶山 健次
誕生日をお祝い頂きありがとうござ
いました。毎年来る誕生月が最近歳
を感じるバロメーターになっており
ますが、健康に留意し元気よく日常
生活を送って行きたいと思います。
中野 賢二
今日は、駅前花壇の草刈りです。熱
中症にならないように注意しながら
頑張ります。
隈元 雅博
本日の社会奉仕活動宜しくお願い
します。これからも地域のため、世
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界平和のため、ロータリー活動を頑
張って参ります！
我々どもの会社でも熱中症が出てい
ます。皆様も十分体調管理にお気を
つけ下さい！
今日の草抜き、手伝えずに申し訳あ
りません。
毎日が暑いですが、きっと！！秋は
もうすぐです。もう少し頑張りま
しょう。皆様、体に気を付けて！！
九州地方での台風被害にあわれた皆
様にお見舞い申し上げます。
本日は、クラブの利点・欠点の発表
をさせて頂きありがとうございまし
た。発表したことを実行出来るよ
う、意識して行動して行きます！
社用で途中退席致します。
G公式訪問の写真頂きました。
九州への強大な勢力を保った台風の
接近。昨年の千葉県を思い出されま
すね。被害規模が小さく済むことを
祈るばかりです。東京都200〜300
名、千葉県30〜40名の感染、これ
がしばらく続くwithコロナというこ
とでしょうか。夜の街が恋しくて仕
方ないものの、まだまだ躊躇してお
ります。この状況下で夜の街と気兼
ねなくお付き合いする方法を持たね
ばと考える今日この頃です。
本日、内部監査が来ました。早朝に
突然現れて机の中、鞄の中、車の中
をチェックし、1日中支店の中を調
べています。年に一度、必ず突然来
ますがドラマさながらの風景です。
連日、暑い日が続いています。皆さ
ん体調はいかがですか。暫くすれば
涼しくなると思います。もう少し頑
張りましょう。
本日は、9月第1例会ですがRCの熱
気が加速して行っているように感じ
ました。また、台風9号及び10号が
通り過ぎましたが大きな被害が出な
くて良かったです。熱中症にならな
いように気を付けましょう。
暑いですが、除草頑張ります！
平野会員、大住会員、谷会員、記念
日おめでとうございます。阿部会
員、日野会員、猪瀬会員、大住会
員、梶山会員、お誕生日おめでとう
ございます。

坂本

直樹

阿部

輝彦

大住

昌弘

川村 優子

内山貴美子

原田

健夫

早見

秀一

伊藤

彰

鈴木

荘一

村上

進

別府

明人

台風10号が襲来し、被害にあわれた
方々には心よりお見舞い申し上げま
す。昨年の例もあり他人事とは思え
ません。大型台風が今年は来ないこ
とを願うと同時に対策はしっかりと
行っておきたいものです。
誕生日祝いありがとうございまし
た。80才になりました。チャレンジ
①をしたいと思います。
日付を書くまでうっかりしていまし
たが、本日はかなり年のとった誕生
日でした。自覚なく毎日を生活する
ことに大反省です。また1年ずつ頑
張ります。
9月1日は防災の日でした。大型台風
10号が接近するなど、これからの時
期は台風の上陸が増えるので対策で
きることはしっかりしたいと思いま
す。
4つのテストを発表させて頂きまし
た。これからもロータリー活動を頑
張りましょう。写真ありがとうござ
いました。
今日は駅前花壇の草取りを頑張りま
す。
クラブの利点・欠点を発表させて頂
きました。この後、駅前花壇の草取
りも頑張ります。
9月に入ってもまだ暑い日が続いて
います。先日、家族が熱中症になり
ました。皆様もくれぐれもご注意下
さい。
暑さとコロナに気を付けてお過ごし
下さい。
皆様こんにちは。暑い中そして皆様
お忙しい中、申し訳ありませんが例
会後の草抜き作業、宜しくお願いし
ます。
暑さもコロナも収まりませんねー。

「駅前花壇草取りの様子／ R2．9．7」

