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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　「ロータリーは何をしているの？」ですが、私は
「ロータリーは何をしているの？」と聞かれたら、
「いろいろなボランティア活動をしている団体」と
答えていました。その答えも間違えではないとは思
いますが、ロータリーは、さまざまな職業を持つ人
や市民のリーダーが会員となり、その経験と知識を
活かしてアイデアを交わし、生涯にわたる友情を培
いながら親睦を深め、社会奉仕や人道的活動に取り
組んでいる団体です。
　会員が所属するロータリークラブは、世界の国の
多くの地域社会で見つけることができ、識字率向
上、平和構築、水と衛生の改善など、幅広い分野で
持続可能な影響をもたらすために、ロータリー会員
は世界中で活動しています。
　その素晴らしい「ロータリー」の名称は、ご存知
かとは思いますが、会員がそれぞれの事務所を輪
番(ローテーション)で例会場としていたことから決
まったそうです。
　また、ロータリー運動の実態を表す言葉で『入り
で学び、出でて奉仕せよ』と、見事に表した言葉が
あります。ロータリーで高められた奉仕の心、思い
やりの心を持って、それぞれの家庭、職場、地域社
会に帰り奉仕活動を実践することが理想とされる

ロータリーライフだと思います。
　今年度、会長挨拶で、ロータリーのことばかり話
しているのもどうかな？とも考えましたが、話をす
ることで、今まで以上にロータリーのことを知る機
会となり勉強になっています。
　今後はもっとロータリーを理解する「機会の扉を
開いて」素敵に答えられるようになれたらと思って
います。

報　　告
１．会員の皆様にはお知らせ致しましたが、北見洋
　　司会員(享年78歳)におかれましては11月1日に
　　逝去されました。
　　ご冥福をお祈りして、黙祷を捧げたいと思いま
　　す。

２．11月22日(日)に第2回青少年交換オリエンテー
　　ションが開催されました。当クラブからは、青
　　少年奉仕員会の内藤委員長、秋元政寛副委員長、
      交換留学生の陶さんが出席しました。
　　お疲れ様でした。後程、内藤委員長より報告を
　　お願いします。

３．11月28日(土)に地区青少年奉仕・育成セミナー
　　が開催されました。
　　当クラブからは、地区RYLA小委員会の内藤委
　　員長、青少年奉仕委員会の秋元政寛副委員長が
　　出席されました。お疲れ様でした。
　　後程、秋元副委員長より報告をお願い致します。

幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(11月号)
３．青少年交換留学生、陶彩葉さんの新聞



 〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津ＲＣ＞
　　①日時：12月17日(木)　点鐘：12時30分
　　　内容：夜間例会を通常例会に変更
　　②日時：12月24日(木)　休会
　　③日時：12月31日(木)　休会

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RYLAセミナー募集の案内
４．君津市社会福祉業議会より賛助のお礼状
５．風の便り(74号)

委員会報告
青少年奉仕委員会
「地区青少年奉仕セミナー」の報告

秋元　政寛副委員長

日時：11月28日(土)
　　　14時～16時開催
コロナ禍のため、ZOOMを併
用したハイブリッド型で行わ
れ、ZOOMにて参加。
　・RYLAセミナー
　・インターアクトクラブ
　・ローターアクト
　・青少年交換プログラム　ローテックス
　・ロータリー学友連絡小委員会
以上5つについて説明を受けました。

＜RYLAセミナー＞
令和3年2月13日、14日
鴨川ユニバースホテル　鴨川市前原海岸にて開催
対象年齢：14歳～30歳

　日本では1976年から2790地区では1978年から開
催している。固定的な既成概念にとらわれることな
く客観的な事実から考えだし、結論が世の中の一般
的志向と異なっていても勇気と情熱をもって実行す
ること。キーワードは、5W1H、体験重視、失敗か
ら学ぶ、達成感。チームの結束の為に目的を共有し
よう。どんなに小さくても大きくても目的が違えば
組織が崩壊する。まずは目的から考える。
　①目的とは達成すべき使命の事。
　　実現したい最終的な状態を明確にする。
　②目標とは目的に至る経由地を明確にする。

　　目標を経由できたかを判断する必要があり、そ
　　の基準となるのが数値です。数値化できないも
　　のは目標としては使いづらいです。
　③戦略とは目的を達成するための方針・主に試
　　合、試験の前に準備や作戦を練ること。
　④戦術とは、試合や試験開始後に実行する戦略に
　　沿った具体的な行動。

　伝えたいのは考える順番、順番を間違えると間
違った方向に進んでしまう。お金、時間、労力と
いった大切な資源を無駄にせず、限りある命や人生
を有意義に使うための考える順番を伝える。コミュ
ニケーションの大切さ、伝えたいことの5割から4
割が失われている可能性がある。
　現在のところは、医学的には新型コロナウィルス
はインフルエンザよりも弱毒ウィルスであるという
前提のもとに、感染対策を十分に行ったうえで開催
予定(もちろん今後の情勢に従って検討は重ねてい
くとは思います)

＜インターアクトクラブ＞
世界中で約32万人
12歳から18歳までの青少年のための奉仕クラブ

　①学校や地元地域でボランティア活動
　②異文化について学び、国際親善に貢献する
　③学校や地元地域でリーダーシップを発揮する
　④楽しみながら世界中に友達を作る

　①世界インターアクト週間
　②インターアクト・ビデオコンテスト
　③国連で開かれる「Rotery Youth Day」
　④世界青少年奉仕デー「Grobal Youth Service
　　Day」

　2790地区では14の高等学校内にインターアクト
クラブがあります。近くだと木更津総合高校。今年
は開催できませんでしたが、昨年は年次大会や国外
研修(台湾)などを開催。

＜ローターアクト＞
　やる気のある18歳以上の若い人たちが集まる
ローターアクトクラブ。諸外国に比べて日本はロー
ターアクトの推進が遅れている。高齢化が進む現
在、若いローターアクターを応援していく必要があ
るのでは。
　2790地区　クラブ数：6クラブ　会員数：58名
　　　　　　　　　　　　　　　(2020年9月時点)



＜青少年交換プログラム＞
　世界100か国以上で実施。15～19歳の学生がホー
ムステイしながら海外に滞在する。長期交換と短期
交換があり、次年度君津RCからは、陶彩葉(すえい
ろは)さんが長期交換を希望している。長期交換で
は、海外で1年間を過ごし複数のホストファミリー
宅に滞在しながら現地の学校に通います。
　交換留学生の受け入れは、クラブからの経済的負
担が約100万円。地区からの負担金もあります。
　短期交換では約2ヶ月間、夏休みや春休みの期間
中に行われ、多くの場合交換相手のホストファミ
リー宅に滞在します。
　スポンサークラブの役割は、派遣学生とともに各
行事への参加(毎月のオリエンテーションなど)、派
遣学生とともに書類の作成、予算や組織の企画。

＜ホストクラブの役割＞
　ホストファミリーの募集・選定、ホストスクール
の選定、空港へのお出迎えとお見送り、学生の例会
出席(毎月１回)、毎月のお小遣い(毎月1万円前後)、
各行事への送迎と参加。
　来日学生はホストクラブが責任をもってお世話し
なければなりません。
　外国からの来日生を通じて、日本に居ながら異文
化を体験する機会に恵まれる。

　2005-2006年度RI会長　ステンハマー氏
「全世界の高校生全てがこの交換プログラムに参加
すれば、世界の争いがなくなる」

＜青少年交換プログラムに参加すると＞
　異文化を体験することで日本の素晴らしさを再発
見。国境を越えた友情づくり。必ず成長できる。

＜青少年奉仕・育成セミナー＞
　ロータリー学友連絡小委員会。
　昨年度まで奉仕プロジェクト統括員会の中、青少
年奉仕委員会学友担当として。今年度より漆原ガバ
ナーの方針により、青少年奉仕・育成委員会の中、
ロータリー学友連絡小委員会として。

　RYLA、インターアクト、ローターアクト、ロー
テックス、ロータリー財団奨学生、米山財団奨学
生、ロータリー学友同士の横のつながりを強くした
い。多くのロータリアンにロータリー学友との繋が
りを持っていただきたい。

青少年奉仕委員会
「青少年交換オリエンテーション＆帰国報告会につ
いて」

内藤　智介委員長

　22日の青少年交換留学生の
第二回オリエンテーションに
秋元政寛会員と陶彩葉さんと
お母様の4人で参加して参りま
した。
　オリエンテーションでは陶
彩葉さんの英語のスピーチに
よる自己紹介や最近の近況等
を発表します。最近ではハワ
イに興味があるそうで、留学先として希望していま
した。
　また、他の候補生の皆さんとウクレレを演奏しな
がら親睦を深めている様子は大変微笑しいものでし
た。
　彩葉さんは、候補生の中でも群を抜いて優秀だそ
うで、青少年交換留学地区委員の皆さんの期待も非
常に大きく私も活躍を楽しみにしています。
　本来なら忘年会例会等でご紹介したかったのです
が、君津RCの皆さんも応援をよろしくお願いしま
す。

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」の紹介

内山　貴美子会員

　RI会長のメッセージ(横組み3
ページ)
　どの地域社会にも取り残さ
れた人はいます。
　そこで、国際ロータリー
(RI)理事会より多様な人々を
迎えられるように行動しはじ
め、クラブが性別、人種、信
仰、年齢などにかかわらずど
んな新入会員にとっても魅力を感じられるように多
様性、公平性、開放性を促進するタスクフォースを
設立しました。
　2022-23年度のRI会長に初の女性リーダーとして
カナダのオンタリオ州ウィンザー・ローザンド・
ロータリークラブ会員ジェニファーEジョーンズ氏
を選出しました。(横組み44ページ)
　115年に及ぶロータリーの歴史で初のRI会長とな
りました。
　ジョーンズ氏はロータリーの「多様性、公平性、



包括性」を最優先し、女性や40歳未満の会員を増
やすにはまず、リーダー陣がこれを実践しそのメン
バー構成に反映させていく必要があります。どちら
の目標でも2桁の成長を目指し、決してロータリー
ファミリー全体を見失わないようにします。と言っ
ています。

　11月は「ロータリー財団月間」です(横組み7ページ)
　あなたのクラブでもできる3つのポイントを押さ
えてスタート、事業によりインパクトを、海外へ奨
学生を送り出そう。
＜3つのポイント＞
　①知る　
　　こちらから探すのではなく既に支援を求めてい
　　る海外の地区やクラブがあると知る。
　②見つける
　　実施国の地区やクラブから、具体的な事業の提
　　案があるのでそれを見つける。
　③信頼性
　　双方のガバナーや奉仕リーダーが、既に繋がり
　　を持ち信頼関係の実績があること。

　2017-18年度グローバル補助金奨学生　岩村華子さ
んの紹介(横組み12ページ)
　裏千家茶道をはじめ千玄室さんの座右の銘「一盌
(いちわん)からピースフルネスを」の平和理念に感
銘を受けカルフォルニア大学ロスアンゼルス校に
ロータリーのグローバル補助金で進学し平和教育プ
ロジェクトに参加し、大学院修了後日本人メキシコ
学校で働きました。
　メキシコは所得格差が大きな国で上位10％の世
帯平均所得は下位10％の実に18倍に及びます。ア
メリカとメキシコの国境を作る計画が話題になりま
したが、それ以前にメキシコ人同士の「階級格差」
という大きな壁が立ちはだかっていることはあまり
知られていません。上流社会はインターナショナル
スクールなどの私立学校に進学し、住む地区や生活
様式も全く異なり公共機関などを使うこともありま
せん。貧困層と交わらずに成長したエリートたちが
この国のかじ取りを行って、貧富の差が再生産され
ているのが現実です。本当にこの国を良くしたいの
であれば、貧困層の教育に支援の手を差し伸べるだ
けでなく、まず、中間～上流階級の教育を変えてい
く必要があるという信念からです。
　どんなに素晴らしい教育プログラムを実施して
も、多言語が話せても、私達大人が多文化共生への
寛容の姿勢を示し手本とならなければ子供には響き
ません。
　学校教育は子供だけのものではなく、大人も学
び、共に成長する機会であるということを再認識し

ました。

(横組み15ページ)
　WHOアフリカ地域で野生型ポリオウィルス根絶が認
定しました。残りはアフガニスタンとパキスタンの2
か国です。

(横組み18ページ)
　どうなった?例会　新型コロナウィルス感染症の影響
に関するアンケート
　1.新型コロナの例会への影響
　2.感染拡大予防のために講じた通常例会とは異な
　  る会合形式について
　3.現在の例会の「感染予防対策について」

　世界で活躍する人材ロータリー平和センター(縦組み
4ページ)
　国際基督教大学前学長　日比野潤子さん
　ICU(国際基督教大学)は「可能性の翼を広げよ
う」と標語があります。
　女の子が翼を折られないようにしなければいけな
いということは非常に重要なことですが、上野千鶴
子東京大学名誉教授が東京大学入学式で述べられた
祝辞メッセージのように翼を折られているのは女性
だけではなく、いろいろな国の、いろいろな境遇の
中で残念ながら翼を折られてしまった人、どうして
も疲れてしまってこれ以上飛べないという人は沢山
います。
　ロータリーの長い活動はこの翼の比喩と同じだと
思います。人々が本来持っている翼をどうしたら、
もっと大きく羽ばたかせることができるか。ポリオ
根絶やロータリー平和センターの活動などは、翼を
折らないために進めてきたロータリーの活動、この
組織の在り方なのだと思います。
　ロータリー平和センターのあるICUの女性の学
生比率は50％を超え、全体の3分の1は女性教員で
す。99年にアジアで唯一修士課程を持つセンター
として選定されました。センター正式名称は「平和
及び紛争解決の分野における国際問題研究のための
ロータリー平和センター」=「ロータリー平和セン
ター」です。「ロータリー平和フェロー」は9月に
入学します。
　平和センターはアメリカのデューク大学、ノー
スカロライナ大学、イギリスのブラッドフォード
大学、スウェーデンのウプサラ大学、オーストラリ
アのクイーンズランド大学、2021年1月からウガン
ダのマケレレ大学がスタートし日本のICUとタイの
チェラロンコン大学があります。
　ICUでは2年間大学院に在学し、1年目は大学院の
授業があり毎年3月に広島ロータリアンの方々にお



世話になりながら、広島にある機関をいくつも訪問
し被爆者の方々にインタビューを体験してもらう研
修旅行に行きます。
　ピースセミナーもあります。又必ず1年生と2年
生の間に国際機関(政府関係の機関)やNGOなどでイ
ンターンシップがあります。
　修士論文執筆後はNGOに行く人が41％、政府関
係の機関で働く人が12％、大学の教員などの教育
に携わる人が10％、あとは国連難民高等弁務官事
務所や国連人口基金といった国際機関、弁護士、メ
ディアで5％は博士課程に進みます。
　改めて平和フェローを見てみると身近に良いモデ
ルがいることから女性が活躍しています。

　創立65周年の船橋RCで「四つの初めてのこと」があ
りました。
　船橋ロータリークラブ　安村望会員(縦組み18ペー
ジ)
　①第2790地区初の漆原節子(勝浦RC)女性ガバナー
　　の誕生
　②第2790地区初の女性ガバナー補佐　鎌ヶ谷RC
　　徳永昌子ガバナー補佐
　③初めての女性会員　久保田由加子さん
　④初めての平成生まれ会員　金子雄司さん

会員卓話
「私のロータリーモーメント」

鈴木　荘一会員

◇自己紹介
　鈴木荘一
　職業分類は造園土木
　昭和47年12月7日生まれ
　入会10年目になります。
　よろしくお願いします。

◇会社紹介
　三木造園土木株式会社

◇米山記念奨学事業について
　米山奨学会への寄付金は2種類
　世界各国の少子化対策で「母国と日本の懸け橋」
　「地区の米山奨学生あれこれ」

◇自分のロータリー観
　～地域の中でまずは実践する～
　・商工会議所で取り組んでいる事　
　　君津イIC－の開発
　　外国人技能実習生受け入れ、郡ダムの湖面利

　　用、GOTO商店街
　・ライフワークで取り組んでいること、取り組む
　　こと
　　君津ウルトラマラソン
　　スリランカクラブ
　　インターネット放送局
　
　こんな私ですが、変わらぬご指導をお願いしたい
ことと、何か“まちおこし”、“まち残し”をしたよう
なことがありましたら是非一緒になって取り組んで
いきたいと思いますのでお声がけください。
　まだまだ取り組んでいきたいことはあるのです
が、最終的には所属している君津RCが地域に存在
感のある団体になるように一会員として一生懸命頑
張りますので引き続き変わらぬご指導ご協力のほど
よろしくお願いします。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎 今年もあと1か月となり、1年を振り

返る時期になりました。新しい年に
向けて色々と反省をしたいと思いま
す。

福田　順也 鈴木会員、卓話ありがとうございま
した。席替え抽選の景品ありがとう
ございました。

谷口　弘志 鈴木会員、会員卓話ありがとうござ
いました。今年も残り１か月となり
ました。公私共にしっかりと年の締
めくくりを行いたいと思います。

岡野　　祐 コロナのおかげて、君津の夜の街も
何軒か閉店しており、東坂田は真っ
暗です。そんな中、篠塚会員のお店
が店名と看板を新しくされ、街を明
るくしてくれました！ぜひ皆様、君
式横丁を応援お願いします。

鈴木　荘一 本日、卓話をさせて頂きました。あ
りがとうございました。

隈元　雅博 鈴木会員、素晴らしい卓話をありが
とうございました。君津RCを代表
して2790地区の担いをいつもあり
がとうございます。無理しすぎない
ように、これからも共にロータリー
活動を頑張りましょう！

内山貴美子 昨日、ゆずを垣根越しに母に渡そう
として頭から落ちてたんこぶが出来
ました。皆様どうかお怪我のないよ
う充分気をつけて下さい！



谷　　浩司 新型コロナウイルスに対するワクチ
ンがイギリスで一番先に接種出来る
ようになりそうだとニュースで聞い
て、着々と進んでいると思ったと同
時に日本国産のワクチン情報も知り
たくなりました。鈴木会員、卓話あ
りがとうございます。モーメントに
ついて考えるようになりました。

梶山　健次 鈴木会員、卓話ありがとうございま
した。年末が近づいておりますが、
コロナ感染症に注意し、お互い来年
良い年にして行きたいと思う毎日で
す。

阿部　輝彦 小糸川沿いの道路にさざんかが咲き
乱れ庭先に白と黄色とピンクの小菊
が美しく顔をみせています。冬の到
来を感じますね。

佐々木昭博 亀山湖の紅葉クルーズに行って来ま
した。今年の紅葉は今いちとの事で
したが中々楽しい遊覧で、観光客も
結構にぎわってました。コロナ感染
対策は万全にして行きましょう。

内山　雅博 支店の行員の同居の姉(医療従事者)
が体調不良(発熱と味覚障害)により
PCR検査へ。覚悟して支店消毒の
準備をしましたが結果は単なる風
邪で陰性。皆が“ホッ”としておりま
す。

篠塚　知美 弊社のオリジナルのおせちのチラシ
を配らせて頂きました。鳥料理のお
店なので、おせちも鶏づくしのセッ
トとなっています。鳥鍋も入ってい
るのでお得だと思います。よろしけ
ればお願い致します。

別府　明人 鈴木会員、卓話ありがとうございま
した。

石川　偉夫 朝、晩と冷え込む時期になりまし
た。今年はコロナウイルス、インフ
ルエンザとより体調管理に気をつけ
なければなりませんね。明日から
12月、今年もあと１か月となりまし
た。もう一踏ん張りで良い年を迎え
たいものですね。

村上　　進 皆様こんにちは。鈴木さん卓話あり
がとうございました。

小川　哲也 記念日のお花ありがとうございま
す。おかげ様で、毎年の恒例行事に
なりました。大切に育てます。

坂本　直樹 鈴木会員、本日は貴重な卓話をあり
がとうございました。

日野　千博 早いもので今年もあと１か月。コロ
ナで始まりコロナで終わった感はあ
りますが、ライフスタイルも大きく
変わり価値観も変わったように思え
ます。ただ大事にしたい人と人との
つながりは残して行きたいもので
す。

宮嵜　　慎 鈴木会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。昨日から老眼鏡を使い
始めましたが慣れるまで大変です。

早見　秀一 鈴木荘一会員、貴重な卓話ありがと
うございました。

秋元ゆかり 皆様こんにちは、11月も今日で終わ
りますね。1年早いです。毎日孫の
笑顔に癒され、孫に笑顔の大切さを
教えられているようです。笑顔はま
わりを幸せにしてくれますね。

原田　健夫 鈴木会員、卓話ありがとうございま
した。

倉繁　　裕 足元の新型コロナ第3波が発生し、
人と人との接触抑制の必要性が強
まっています。業務上の会議では
認識共有化を主目的とする場合、
WEB・TV会議でも十分対応可能で
すが、方向性など議論して決めるよ
うな場合にはface to faceでの議論が
不可欠です。経済活動の停滞が起こ
らないことを願うところです。

藤平　洋司 鈴木会員、本日は卓話ありがとうご
ざいました。

伊藤　　彰 明日から12月、しっかり安全活動を
して年末無事に過ごしたいと思いま
す。

大森　俊介 鈴木会員、卓話ありがとうございま
した。

中野　賢二 今日は、きみぴょんのマスクをつけ
てみんなに自慢してまわりました。
親和商店に売っています。(ちなみ
に宣伝マージンは貰ってません。)

芝﨑　　均 鈴木会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。今年も残すところ1か
月になりました。皆さんお体に気を
つけて頑張りましょう。

川村　優子 秋本会員、内藤会員、青少年交換オ
リエンテーションお疲れ様でした。

大住　昌弘 先週の3連休は不用品の整理で堺の
実家に帰省しましたが、昭和初期か
らの「柳行李(やなぎごうり)」等、
軽トラックで市営の処理センターに
2回廃棄する等、大わらわでした。



母は、昔の思い出など偲(しの)びな
がらさっぱりとした様なので、息子
の身勝手な処理とならず一安心しま
した。帰りがけ、京都の紅葉を一目
見たいと市内のお寺や、宇治の平等
院に立ち寄りましたがやはり多くの
人出。我慢の3連休にはならなかっ
たですね。外人が来ないので、市バ
スはガラガラでしたが･･･

坂井佳代子 皆さん、こんにちは。鈴木さん卓話
ありがとうございました。私事です
が先日、夫　坂井正視の三回忌の法
要を行いました。早いものですね。
久しぶりに家族が集まりました。無
事に終りホッしました。

秋元　政寛 先 日 、地 区 青 年 奉 仕 セ ミ ナ ー に
Zoomで参加致しました。今年度は
軒並み行事が中止になっております
が、一日も早くコロナが収束し若者
の機会の扉が十分に開かれることを
願います。


