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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長
社会奉仕理念の、ロータリーの第一モットーは
「超我の奉仕」であり、人道的奉仕活動を実践す
る社会奉仕や国際奉仕活動です。国際ロータリー初
代事務総長のチェスは「奉仕の理想」とは「他人の
事を思いやり他人のために尽くすこと」だと述べて
います。1911年8月、全米ロータリークラブ第2回
年次大会のエクスカーションで、初期ロータリーの
指導的人物のベンジャミンフランクリン・コリン
ズ会長は、基調演説の中で「Service, not self」人
のために施す、という言葉を使い話されました。ス
ピーチの内容から、自己を滅ぼして他人に奉仕する
ことを強いているのではなく、会員同士で行ってい
る相互取引を更に強く推し進めるとともに、その取
引をロータリアン以外の人たちにも広げて行こう。
という意味が込められていたそうです。また、職業
奉仕の理念は最初、親睦を目的として発足したロー
タリーでしたが、自らの事業を健全に運営する事と
ともに社会的に奉仕する組織に進化し、最終的には
職業奉仕と社会奉仕の二つの奉仕の理念を確立しま
した。その中の一つとして、初代ロータリーの指導
的人物であるシェルドンが提唱した「最も良く奉仕
する者が最も多く報いられる」が、社会奉仕理念の
ロータリーの第二モットーとして謳われています。
更にシェルドンは、人間関係学からも職業奉仕を説
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き「事業上得た利益は決して自分一人で得た利益で
はなく、従業員、取引先、顧客等々、自分の事業に
関係を持つ人々のおかげで得た利益なので、この利
益を適正にシェアする心をもって事業に臨めば必ず
最高の利益が望めることから、職業奉仕の実践が結
果として高い職業倫理に繋がる」と、述べていま
す。
自分も高い職業倫理を実践で出来るように「機会
の扉を開いて」しっかりと奉仕活動をし、全てに感
謝が出来る人になりたいと思います。
報

告
湾岸高速運輸(株) 代表取締役 石川偉夫様は石
川会員のご子息です。本日、理事会にて承認され
ましたので後程、会員の皆様へはFAXにてご案内
致しますが、石川会員が10月末で退会され現会員
の坂本会員が、安房運輸(株)常務取締役として転籍
し、湾岸高速運輸(株)代表取締役として石川偉夫様
が就任し入会予定です。
１．10月22日(木)50周年記念式典実行委員会会議が
開催されました。
①日程：式 典2022年3月12日(土)
懇親会2022年3月13日(日)
＊第2候補は、3月19日(土)、20日(日)
②実行委員会のメンバーは
委員長
小幡会員
相談役
秋元秀夫会員
式典委員会委員長
岡野会員
(委員)遠田会員
佐々木会員
総務委員会委員長
鈴木会員
記念事業委員会委員長
隈元会員
会場委員会委員長
荒井会員
記念誌編集委員会委員長 内山貴美子会員
周年記念親睦委員会
永嶌会員
以上10名
実行委員会の皆様、お疲れ様でした。

荒
岡
谷

井 潤一郎
野
祐
口 弘 志

幹
編

事
集

福
大

田
浦

順
芳

也
弘

２．10月24日(土)、第5グループ情報研修会が開催
されました。当クラブからは、廣田研修リー
ダー、福田幹事、平野会員、高橋会員、大森
会員、私(荒井会長)が出席しました。お疲れ様
でした。後程、幹事より報告をお願いします。
３．国際ロータリー第2790地区 漆原ガバナーよ
り、佐々木会員、宮嵜会員へ委嘱状が届いてい
ますのでお渡しします。
RYLA実行委員会 委員 佐々木昭博会員

４．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会より
特別寄付の感謝状とピンバッチが届いていま
す。
米山功労者メジャードナー 廣田次郎会員

幹

事

報

告
福田

順也幹事

〈配布物〉
１．クオカード
〈報 告〉
１．次回11月2日(月)は休会です。お間違いないようお
願い致します。
２．11月9日(月)例会終了後13時30分より第2回指名委
員会が開催されます。指名委員の方はご出席下さ
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

国際ロータリー第2790地区
第5グループ情報研修会の報告
福田 順也幹事
10月24日(土)14時半点鐘『今できるロータリー活動を
考える』をテーマに、第5グループ情報研修会が、ロイ
ヤルヒルズ 木更津ビューホテルで開催されました。
コロナ禍の開催であったため、各クラブ5、6名の出席、
約50名程度の出席者でした。当クラブからは、荒井会
長、廣田研修リーダー、大森会員、平野会員、高橋会
員、私(福田幹事)の、計6名で主席しました。皆様、お
疲れ様でした。
まず、第5グループ 窪田ガバナー補佐の挨拶、次
にホストクラブである、富津シティーロータリークラブ
渡邊会長より挨拶がありました。基調講演では、講師
に国際ロータリー第2790地区 諸岡副ガバナーを迎
え、『ロータリーの原点・ロータリー奉仕の哲学につい
て』講演されました。講演の中で、米山梅吉先生のお
言葉、『奉仕するのは個々のロータリアンであり、クラ
ブではありません。クラブは奉仕する人の心を育てる
ところであり、例会は人生の道場である』とありまし
た。心を打たれました。現在、当クラブはコロナの影
響で、例会や毎年行われている活動が出来ておりませ
ん。今後『今できる例会』を荒井会長共々考えて行き
ます。『人生の道場』でありますように努力して参りま
すので、宜しくお願い致します。
講演の後『クラブの現状の活動とこれからの活動
について』各クラブからの発表がありました。当クラ
ブからは、大森会員が当クラブの現状を発表されまし
た。大森会員ありがとうございました。発表後、市川
東ロータリークラブ、RLI推進委員会山下委員長より
2020−21年度RLIプログラムの案内がありました。私
自身も数年前に参加させて頂きました。ロータリーの
勉強の機会になります。まだ参加されてない会員さん
は是非、参加してみてください。
最後に、袖ケ浦ロータリークラブ、小川直前ガバ
ナー補佐から講評があり、16時45分窪田ガバナー補佐
の点鐘で閉会となりました。
以上、報告とさせて頂きます。
第5グループ情報研修会にて
「クラブの現状の活動とこれからの活動について」
大森 俊介会員
君津RCの大森と申します。クラブに入会して5
年目となりますが、本日はこのような貴 重な機 会
(Opportunities)を頂戴しましたことに感謝申し上げま
す。
さて、本日の発表テーマは「クラブの現状での活動
とこれからの活動について」となっておりますが、コロ

ナ禍において、どこのクラブも予定通りに活動は出来
ていないと思います。君津RCも計画の中止、見直しを
しながらの活動となっております。まず例会において
は、7月は開催せず8月より感染防止対策としてマスク
の着用、検温、手指の消毒を実施してからの会場入り
とし、例会場内は次亜塩素酸水を噴霧し、食事の提供
は中断しております。ロータリーソングは、斉唱を中止
し音楽を流す形で進行しています。一部外部講師卓話
が変更、中止となりましたが、それ以外は予定通り開
催出来ております。また夜間例会は、昼間の通常例会
へと時間変更しての開催を予定しています。会員同士
の親睦や新入会員との懇親の場がないのは非常に寂し
く思いますが、現状では致し方ないと思っています。
現在、有効とされている感染防止対策を取りながらの
例会開催を徹底して行ければと思います。
次に、社会奉仕活動では「地域の方と懇親を深め、
魅力ある君津のまちづくりへの貢献」を活動方針とし
て、10月と5月に周西中学校生徒による「君津駅前花
植え事業」と東日本大震災での避難者や地域家族を迎
えての「枝豆収穫祭」を予定しておりましたが、10月
の花植え事業と枝豆収穫祭は中止となってしまいまし
た。10月の花植えは、中学生による奉仕活動としては
中止としましたが君津の玄関口でもある駅前の花壇は
会員会社にて花植えを実施し、草抜き作業等を例会後
に全会員にて実施しました。また、職業奉仕活動とし
て、君津市内小中学校への出前教室を秋春に開催予定
となっておりますが、秋の開催は学校からの申し入れ
により中止となりました。この出前教室は、会員の企
業に関連のある内容で、料理や鉄に関する話から重機
の説明等多岐に渡り、講座を開いております。社会奉
仕、職業奉仕の事業は参加者から参加して良かったと
のお声を頂戴しておりましたので、中止となってしまっ
たことは、RCの活動を周知していく上でも、非常に残
念に思っております。
これからの活動についてですが、感染防止対策を徹
底しながら状況判断をし、対応をしていかなければな
らないと思っております。会員も会員企業も様々な制
約がある中での活動となっておりますが、各々の状況
を尊重しながら対応している点は非常にありがたいと
思っております。今後、社会奉仕としての花植えや職
業奉仕の出前教室が春に開催予定となっていますが、
コロナ禍で今後の対応の仕方も少しずつ変化がある
と思います。その時々にあった形での活動や感染防止
対策を参加者へ説明しながら、対象者の理解を得られ
るように活動を進めて行くことが必要と考えます。そ
の他、今年度の計画としては、きみつ愛児園でのクリ
スマス会にて会員がサンタクロースに扮して子供たち
へプレゼントの贈呈、青少年奉仕活動として、地域ス
ポーツ大会やRYLAへの協力、国際奉仕活動として、
スリランカへ浄水器の贈呈等が予定されていますが、

状況にあった開催の判断となると思います。
いずれにしても、今後の例会や奉仕活動の開催につ
いては、コロナの感染防止対策をしっかり講じながら、
会員の知恵を出し合い、荒井会長のテーマ「一人はみ
んなのために・みんなは一つの目的のために」を念頭
に活動をして行きたいと思います。
会員卓話
「銀行員生活を振り返って」
大木

建樹会員

皆さん、こんにちは。京葉
銀行の大木でございます。今
回卓話を仰せつかりまして私
自身、銀行の案内をしても面
白くないと思い、銀行員生活
を振り返って経験したことと
先日までドラマで放映されて
いた半沢直樹を見ての感想を
お話ししたいと思います。
初めに私の略歴を話しますと、昭和62年に入
行、33年間銀行員生活をし、15ヶ店、1企業を経験
しています。1企業というのは、次長時代2年間外
部企業に出向いておりました。出向先は、プレカッ
トの会社で銀行からの出向なら普通財務管理等なの
ですが、私の場合営業部長として不動産業者を訪問
し、建築営業をしていました。銀行内部では、畑違
いの仕事で大変苦労していると思われましたが、私
自身は大変楽しく、今でも出向先の社長とは交流が
あり大変お世話になっております。
次にドラマを見て感じたことは、現実とはかなり
乖離しており、大げさに構成されていました。債権
回収の話では、私自身も単身で愛媛まで追っかけて
行ったこともありました。また、金融庁の話をす
ると黒崎監査官(片岡愛之助)みたいな人はお目にか
かったことがなく資産査定時、皆さん紳士で、挨拶
をしてくれて話しを聞いて頂けました。ただし、国
税の人はプレッシャーを感じ、怖かったですね。
現在56歳、定年まで4年です。残りの銀行員生活
を事故がなく終わりたいと思っています。
これからも京葉銀行は地元金融機関として、少し
でも地域のために貢献出来るよう頑張って参りま
す。引き続きご支援の程宜しくお願い致します。
ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
石川偉夫様、ご来訪ありがとうござ
います。まだ入会はしていません
が、ロータリー活動をみんなで頑張
りましょう！！
福田 順也
石川様、ようこそ君津ロータリーク
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ラブへ。大木会員、卓話ありがとう
ございました。
大木会員、会員卓話ありがとうござ
いました。石川様、君津ロータリー
クラブへようこそ！今後のロータ
リー活動をともに頑張って行きま
しょう。
石川偉夫さん！！ようこそ君津ロー
タリークラブへいらっしゃいまし
た。これから宜しくお願い致しま
す。宮本さんがニコニコBOXの席
に居たので、少し多く入れさせて頂
きました。
記念日のお花、ありがとうございま
した。本日は、安房運輸グループの
石川偉夫と参加させて頂いておりま
す。以後、宜しくお願い致します。
皆様こんにちは！！石川様ようこそ
君津ロータリークラブへ。今後とも
宜しくお願い致します。大木さん、
卓話ありがとうございました。
やっと秋晴れが続き、土日にリフ
レッシュされた方も多いのではない
でしょうか？千葉県民でありなが
ら、生まれ故郷の大阪、南海ホーク
スの流れをくむソフトバンクの破竹
の勢いにスッキリ気分です。コロナ
感染の影響を受けた地元ロッテファ
ンの皆さん、ごめんなさい。
朝、フロントガラスに夜霧がしっか
り付く季節になりました。石川様、
ご来訪ありがとうございました。
今年の小糸在来の枝豆オーナー制度
は、長雨の影響で枝豆の発育が余り
良くないことと、コロナ禍で中止に
なりました。個人的に収穫したい方
は受け付けるそうですので、24日
に収穫に行ってきましたが、予想と
は違い近年にないくらいにたくさん
実っており、そして非常に甘くて美
味しかったです。ここ数年では一番
の出来だったと思います。枝豆収穫
祭が中止になったことは非常に残念
だったと思います。
大森会員、情報研修会の発表お疲れ
様でした。大木会員、卓話ありがと
うございました。
石川様、ご来訪ありがとうございま
す。大木会員、貴重な卓話ありがと
うございます。
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本日、四つのテストの唱和を致しま
した。ありがとうございました。
大木会員、卓話ありがとうございま
した。銀行員の先輩として非常に参
考になる話でした！
宮本さんのアドアイスを活かして、
大当たりを引かせて貰いました。ど
うもありがとうございました。
やっと天候も秋らしくなり、晴れが
続くようになり気持ちも良くなって
きました。また当社で扱っている塗
料で、まだ実験段階の限られた条件
下ですが、5分で新型コロナウイル
スを99.9%以上不活性化させること
が実証されました。今後は良い貢献
が出来そうです。
大木会員、卓話ありがとうございま
した！寒暖の差が出てきました。体
調管理は皆様お気をつけ下さい！
湾岸高速運輸(株) 石川偉夫様、よ
うこそ君津RCへ。大木会員、卓話
ありがとうございました。これから
もともにロータリー活動を頑張って
参りましょう！
皆さん、こんにちは。秋晴れの空気
が澄んだ美しい日です。ピクニック
にでも行きたい気分です。大木さん
貴重なお話し、ありがとうございま
した。
年末年始が近づいてきました。体調
を維持しつつ乗り切りたいと思いま
す。
本日は“米山記念奨学生”の視察研修
事業のため欠席します。
石川様、ご来訪ありがとうございま
した。大木会員、貴重な卓話ありが
とうございました。
今日は、ポカポカ日和です。先週ま
で雨続きでしたが、今週は晴れそう
ですね。今まで出来なかった現場作
業を実行出来そうです。
大木会員、卓話ありがとうございま
した。
石川様、君津ロータリーにようこ
そ！大木会員、卓話ありがとうござ
います。
秋らしくなってきました。風邪をひ
かないよう、注意します。
米国大統領選挙戦が終盤に入ってき
ました。4年前と同様に隠れ支持者
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の動向次第で、予断出来ないようで
す。また、欧州の新型コロナ再拡大
の影響で選手の来日が難しくなり、
東京オリンピック中止の判断もあり
得るようです。世界情勢の変化から
目を離せない状態が続きます。
大木会員、卓話ありがとうございま
した。世間ではGoToトラベル、
GoToイートが盛り上がっています
が一部の恩恵に終わらず、全般に恩
恵が受けられる動きがもっと欲しい
ところです。
大木会員、卓話ありがとうございま
した。引き続き金融支援の程、宜し
くお願い致します。
大木会員、貴重な卓話をありがとう
ございました！今後もロータリー活
動頑張って行きましょう。
10/24情報研修会に参加致しまし
た。勉強になりました。大森会員、
発表ありがとうございました。(時
間ピッタリが最高でした。)
大木会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。
土曜日の情報研修会で発表させて頂
きました。ありがとうございます。
石川様、ようこそ君津ロータリー
へ。大木様、卓話ご苦労様でした。
高級玉ねぎありがとうございまし
た。本日、所用のためお先に失礼し
ます。
最後に私です。久しぶりの壇上で
す。緊張しています。石川様、よう
こそ君津ロータリークラブへ。今
日、初めて親睦の仕事をしました。
手伝えて良かったです。以上です。
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