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開 始 点 鐘 荒井潤一郎会長
Ｒ ソ ン グ 手に手つないで
四 つのテスト 髙橋 雄一会員
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前々回の修正

メークアップ

荒井潤一郎会長

今日は基本理念の中の、ロータリーの「奉仕」を
お話します。
奉仕ですが、奉仕の理念は「他人の事を思いや
り、他人のために尽くす事」とあり、以下の4つの
言葉で示しています。
一つめは、ロータリーの第1モットーである「超
我の奉仕」。二つめは、ロータリーの第2モットー
である「最もよく奉仕する者、最も多く報われ
る」。三つめは、「他者に対する思いやり」。四つ
めは、「自分にして欲しい事を何よりも先ず、他者
に与える事」と、あります。
ロータリーの第1、第2モットーについては社会
奉仕に関する1923年の声明で、決議23-34はロータ
リーにとって大変大切な文書となっています。
その理由は、決議23-34はロータリーの目的に基
づくすべての実践活動に対する指針であると同時
に、ロータリーの2つのモットーをロータリー哲学
として確定したドキュメントであるからです。
決議23-34と言われているのは、1923年に開催さ
れたセントルイス国際大会に提出された第34号議
案だからです。
ロータリーの奉仕理念は、【ロータリーは、基本
的には一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求
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と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したいと
いう感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげよ
うとするものである。この哲学は「超我の奉仕」の
哲学であり、「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」という実践的な倫理原則に基づくものであ
る。】となっていて、ロータリーの奉仕理念を定義
する唯一の公式文書と言われています。
コロナ禍で、超我の奉仕が出来る「機会の扉を開
いて」、少しでも役に立ちたいと思います。

0名 83.90 ％
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会長挨拶及び報告
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１．4月17日(土)、甲府東RCとの合同例会＆交流会
が開催されました。
積雪のため富士5合目には行けませんでしたが、
富士山世界遺産センターや地ビール工場を見学
してきました。
参加された皆様、お疲れ様でした。
２．4月20日(火)、第5グループ会長・幹事会が開催
されました
出席者：鈴木次年度ガバナー補佐
荒井グループ幹事・福田グループ幹事
岡野会長エレクト・佐々木副幹事
お疲れ様でした。
後程、岡野会長エレクトより報告をお願いしま
す。
３．本日、第11回理事会が新現合同で開催されま
したのでご報告致します。
①3月の会計報告は、滞りなく承認されまし
た。
②5月の例会開催について
4月に引き続き、短縮例会にて開催します。
③駅前花壇の花植えについて
コロナ禍のため、周西中学校との花植えは中
止です。
④事務局の勤務時間変更について
現在の9～17時勤務から、8～16時勤務に変
更となります。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．君津RC役員・理事・委員会構成表(2021-2022年度)
〈報 告〉
１．5月9日(日)地区大会が無観客開催となりました。
なお、5月10日(月)に予定されていた2日目の地区大
会はありませんので通常例会となります。なお、地
区大会の様子はYouTubeオンラインライブ配信で視
聴できます。詳しくは本日FAXにてお知らせしまし
たので、ご確認下さい。
２．本国際大会 台北大会 バーチャル大会登録につい
てFAXにてお知らせしました。登録は個人となって
おります。希望される方には、別途マニュアルを事
務局から送りますので、事務局までお知らせくださ
い。5月7日(金)までは割引登録料となっています。
３．次回の例会はGW明け5月10日(月)です。お間違いな
いようお願い致します。
(事務局：4月29日(木)～5月6日(木)までお休み)
また、5月の例会予定については、例会終了後FAX
にてお知らせ致しますが、5月17日(月)の例会はメイ
ンプログラムが次年度タイムとなっております。
次年度委員長を中心に、次年度活動・担当などにつ
いて協議して頂きます。宜しくお願いします。
４．米山梅吉記念館、賛助会へ入会希望された方は会
費の3,000円を事務局 高島までお願いします。
申込者：坂本会員、武田会員、谷会員、宮本会員で
す。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RLI(partⅡ、Ⅲ)の出欠の案内
４．ハイライトよねやま(Vol.253)
５．国連UNIHCR協会より冊子

委 員 会 報 告

第5グループ
新会長・幹事会の報告
岡野 祐会長エレクト

4月20日(火)13:30より、第1回次年度会長・幹事会が
行われました。ガバナー補佐の鈴木会員より、今後の

第5グループの年度行事、ガバナーからの要望につい
てのお話がありました。
詳細はその都度お伝えしますが、2点程決まっている
事をお伝えさせて頂きます。
まず1点目、環境保全プロジェクトとして9月12日(日)
に、地区ロータリー奉仕デーとして千葉県内の海岸清
掃を行うとの事。地区は、このプロジェクトに地区補助
金を申請しており、参加クラブに活動費として割り当
てられるそうで、当クラブは参加をしようと思っており
ます。
2点目は、世界ポリオデー祈願プロジェクトとしまし
て10月24日(日)に、ポリオ根絶に向けたPR活動とコロ
ナ感染終息に向けた祈願を、各地域で同日同時刻に一
斉に祈願ご祈祷をするとの事です。地区は成田山でご
祈願しますが、当クラブには人見神社の宮崎さんがい
るので、ぜひこちらも参加したいと思っております。
以上、第1回次年度会長、幹事会の報告でした。あり
がとうございました。
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この度、高田工業所 別府
支社長様にご推薦を頂き、君
津ロータリークラブに入会さ
せて頂きました日鉄テックス
エンジ 君津支店長の玉作で
す。
1960年2月8日石川県金沢市
生まれの、現在61歳です。生
家は金沢城、兼六公園の近く
で子供のころはよく兼六公園で遊んでいた記憶があ
ります。ちなみに当時は入園無料でした。
1970年に父親の転勤で大阪府吹田市、翌年には
埼玉県春日部市に移住し学生時代を過ごしました。
学生時代は軟式野球、硬式野球を続けておりまし
たが、突然、高校2年から柔道に道を替え大学卒業
まで柔道一直線でありました。自慢ではありません
が、勉強は略していた記憶はありません。
就職活動では深く考えず、就職課にあった日鐵電
設の先輩の名刺と社名に「電」があった程度で決
め、当時の日鐵電設工業(株)(現、日鐵テックスエン
ジ)に入社致しました。
新人研修を受けた後の配属は、君津製鉄所のUO
鋼管工場の電気設備の保全業務でありました。巨大
な設備を目の当たりにし、何せ何もわからない状態
ですので日々発生する疑問と厳しい育成、愛の鞭を
先輩より受けた事が記憶にあります。しかしながら
肉体は「頑強」、精神は「健全」で耐えていました

が、如何せん脳みそは「筋肉」ですので早々に限界
状態に至りました。そこで真剣に考え一念発起した
事が「このままではマズイ！勉強が必要だ！」であ
ります。学校での勉強は「電気実験」はありました
が、略「理論」と「現物を見ない知識」の積み重ね
であったと思います。
しかしながら現場は違いました。現物、故障事象
が目の前にあり、これを基に教科書にある理論に結
び付け理解と実践と失敗を繰り返し、日々が電気実
験状態の中で「何故？」と言う疑問を持ち考え、先
輩技術者と議論を交わし、技術と知識と経験を身に
着けて行った事が楽しかったと感じています。ま
た、大した目的を抱かず学生生活を送った事もあ
り、必要に迫られて勉強する事も、ある意味、明確
な目的を得てからの勉強が非常に効果のある事も体
感しました。
以降、鉄鋼設備の電気エンジニアリング業務を担
当し、人と設備を通し学び成長してきましたが、根
底にあったのは「何故？」と言う疑問符と人との対
話を大切にしてきた事であったと考えています。こ
れは終生そうでありたいと思っています。
入社以来、約40年この君津、木更津の地で過ご
して参りました。人生で一番長く住んでいる地とな
りました。会社で、そして地域で色々な事を学び成
長し、そして今があります。還暦を超え会社員生活
も残りわずかではありますが、残りは会社そして地
域にしっかりと恩返しをしていきたいと強く考えて
います。
今回、ロータリークラブに入会させて頂き、ロー
タリークラブの皆様と親睦を深めさせて頂きなが
ら、ロータリーの奉仕理念に基づき、自己の成長と
社会奉仕で少しでも地域への恩返しを行っていきた
いと思います。精一杯頑張って参りますので、ご指
導よろしくお願い申し上げます。

山内 雅夫会員
この度、テツゲンの遠田祐
治様より推薦を頂きまして、4
月より君津ロータ－リークラ
ブに入会させて頂きました。
吉川工業君津支店長の山内雅
夫です。よろしくお願い致し
ます。
自己紹介をさせて頂きま
す。昭和35年生まれの60歳で
す。大学卒業まで、兵庫県尼崎市で過ごしておりま
した。一昨年、世界遺産に登録された堺市の仁徳天
皇陵古墳のそばにある大学に通っておりました。よ

く、周辺を散策したものですが、近くに行っても森
しか見えず、前方後円墳は全くイメージできませ
ん。堺市は、今後どのように観光に繋げようとされ
ているのか、心配です。
体を動かす事が好きで、中学高校はバスケット
ボール、大学ではスキーをやっていました。大学1
年から3年までの3年間は、年末年始と春休みは山
籠もりをしており、滑走日数は200日を超え、バッ
ジテストというスキー技術検定で1級の資格を取得
しております。私の数少ないプチ自慢の一つです。
今はスキー場の近くには行っても、ゲレンデではな
く、温泉巡りが目的となってしまっています。
息子が2人おりまして、小学校のころサッカーを
やっていたのですが、なかなか試合にでる事がで
きませんでした。コーチと相談したところ、「帯
同審判がいれば2チーム出せるんだけど」と言われ
たので、お手伝いで「おやじ審判」をやっておりま
した。ルールもろくにわからずやや無謀な行動だっ
たかなと感じるところがあります。反則だと思って
も、その後どうやってリスタートしてよいかわから
ず、笛を吹けなかった苦い思い出もあります。一
流の審判を見る事が大切だと言って、日本代表やJ
リーグの試合を見て勉強していたのですが、審判の
動きにばかり集中していて、試合後、「結局どっち
が勝ったんだ？」などと子供たちに聞いて、呆れら
れた事もありました。反則への対応として、イエ
ローカードとレッドカードは皆さんもご存じだと思
うのですが、同時にグリーンカードというものも
持って審判しておりました。良いプレーのときに提
示するものです。しかし、結局1度も提示する事は
ありませんでした。人を褒める事の難しさを感じた
ものです。
審判には体力が必要なので、よく走ったりもして
いました。最近は、膝や腰が痛くて走れないので、
もっぱらウォーキングです。1日1万歩を目標に歩
いております。自宅は、ここホテル千成さんの近所
にあり、半径5㎞くらいがウォーキングの行動範囲
です。君津ロータリークラブの会員の皆さんのご自
宅や仕事場の前をかなりの頻度で歩いている事がわ
かりました。ほぼ毎日、朝晩歩いておりますので、
見かけたら声をかけて頂ければと思います。
今後も、地域や皆さんと関わりながら、ロータ
リークラブの活動をしていきたいと思います。よろ
しくお願い致します。

折田 勝彦会員
皆さんこんにちは。この度村
上進の後任として赴任して来ま
した、株式会社徳山ビルサービ
ス折田勝彦、富山出身の57歳で
す。
諸事情により17歳で富山を離
れ広島の地で第二の人生をス
タートしました。振り返ってみる
と波乱万丈な人生でしたが、14
年前徳山ビルサービスに入社した事で私の人生感が変
わりました。それまで地域貢献やボランティアあるいは
人材育成とは無縁の言動、行動を行う人生でしたが、
弊社の企業理念で少しずつ言動、行動が変わって行っ
た様に思います。
『私たちは常に感謝の心を持ち、自然や社会との調
和を図りながら新しい価値の創造と一人一人の生き生
きとした人間力の向上を通じて地域社会の繁栄に貢
献する』この企業理念を大切にこれからも社員と同じ
目線で一歩一歩私自身成長していけたらと思っていま
す。
新しい土地、新しい環境で不慣れな事もあるかと思
います。そんな私ですが少しでも皆様のお役に立てれ
ば幸いです。宜しくお願い致します。

藤代 公成会員
千葉銀行 君津支店の藤代と
申します。4月1日付で千葉市に
ある千城台支店より異動して参
りました。
出身は鴨川市、現在の居住地
は袖ケ浦市蔵波です。15年前
に袖ケ浦市に自宅を購入する前
は、君津市中野の賃貸アパート
に数年住んでおりました。君津
には結婚と同時に移住し、子供が幼稚園にあがる前ま
で住んでおりました。人生で一番楽しい時間を君津で
過ごした事もあり、君津は私にとってとても思い出深
い土地であり、その君津に戻ってこられた事をとても・
とても嬉しく思っています。
千葉銀行には平成9年に入社し、中山支店に配属。
その後館山支店・稲毛支店・木更津支店・秋葉原支
店・高根台支店・茂原支店・千城台支店で勤務してき
ました。千城台支店で支店長になりましたので、君津
支店で支店長2ヶ店目です。
あと、下の名前がきみなりと申します。周りから「き
みぴょん」と呼ばれる事も多々ありますので、仕事の

デスク周りにはきみぴょんグッズを飾っています。
趣味はあまりなく運動神経も悪いので、ゴルフはと
ても下手です。練習してお客様に迷惑をかけない様に
なりたいと思っていますが、センスがなく困っていま
す。アドバイスを頂ければありがたいです。
纏まりませんが、自己紹介させて頂きました。君津
市・君津ロータリークラブの発展の為に、精一杯努力
させて頂きたいと思いますので、今後とも宜しくお願
い致します。ご清聴ありがとうございました。

松浦 広樹会員
この度、君津ロータリークラ
ブに入会させて頂きました、千
葉信用金庫の松浦広樹です。
4月の人事異動により君津支
店に配属になり、この度入会さ
せていただく事になりました。
前任の五井支店では、市原ロー
タリークラブに3年6ヶ月お世話
になりました。
出身は神奈川県の藤沢市で、前回の東京オリンピッ
クの年に生まれました。大学卒業後の昭和62年に当時
の木更津信用金庫に就職し木更津市で暮らす事にな
り、現在に至ります。
趣味はマラソンとゴルフで、アクアラインマラソンは
コロナウィルスの影響で中止になっていますが、10キ
ロマラソンに参加する事をメインに楽しみとしていま
す。アクアラインマラソンのハーフマラソンまでは完走
できましたので、いつかはホノルルマラソンにチャレン
ジする事を夢見ています。
ゴルフは仲間に誘われ3年ほど前から始めまして、毎
週末には近くの練習場に通って練習していますが、一
向に上手くなりません。それでも1ヶ月に1回コースに出
て楽しんでいます。
社会奉仕の機会の拡大と実践に向けて頑張って参り
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎
緊急事態宣言が再度発令された地
域もありますが、まずは病は気か
ら。免疫力を高め元気に過ごしま
しょう。
福田 順也
新入会員の皆様、自己紹介ありがと
うございました。共にロータリー活
動頑張りましょう。
岡野
祐
新会員の皆様、宜しくお願い致しま
す。まだまだ先の見えない状況です
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が、しっかり準備していきたいと思
います。
23日に宇宙船「クルードラゴン」が
無事に国際宇宙ステーションに着く
事が出来、宇宙でも再利用をする時
代になったとありました。これから
は環境に配慮しつつ、今回星出さん
が持ち込んだと言われているファー
ストペンギンのようになれるように
頑張っていきます。
いよいよGWです。昨年のGWは全
国的な宣言発令で、今年だけは我慢
してくださいとの要請を受け皆で頑
張りましたが、今年も同じような状
況になるとは思ってもみませんでし
た。国や自治体のコロナに対する取
組にはいろいろな意見もあります
が、今はじっと我慢が大切ですね。
変異株、ここにきて二重変異株等の
情報も出てきていますが、来年こそ
はとの思いでじっと我慢します。
甲府の合同例会に参加されました皆
様お疲れ様でした。新入会員の皆
様、入会おめでとうございます。
ロータリー活動共に頑張りましょ
う！
今日、四つのテスト唱和させて頂
きました。コロナに負けないよう
に！！頑張ります。
新入会員の皆様、改めまして宜しく
お願い致します。コロナに負けず、
共にロータリー活動を頑張りましょ
う。
3回目の緊急事態宣言ですが、一部
の若人たちには全くと言って良いほ
ど効いていないし、それが出来るの
は国民全体として政府や地方の首長
(クビチョウ)に全幅の信頼をおけな
くなった人が増えているせいかと思
います。ワクチン接種に関するシス
テム化の遅れなど、相変わらず官僚
たちの自分の領域にこだわりスピー
ド感を持って全体を動かそうとする
意思の弱さ、切迫感の欠落を感じず
にはいられませんね。
甲府ロータリークラブとの合同例会
に参加された会員の皆様方、大変お
疲れ様でした。
本日、所用のため欠席します。
4月14日の結婚記念日にお花を頂き

松浦

広樹

玉作

朋之

折田

勝彦

山内

雅夫

中野

賢二

永嶌

嘉嗣

大木

建樹

篠塚

知美

坂井佳代子

隈元

雅博

秋元ゆかり
小幡

倖

まして、ありがとうございます。妻
より「結婚記念日に初めてお花をも
らった」と言われました。
自己紹介のお時間を頂きありがとう
ございました。これからどうぞ宜し
くお願い致します。
東京、緊急事態宣言。GWは考えた
行動と体調管理で感染予防に努めま
しょう。
今日は自己紹介の場を頂き感謝致し
ます。非常に緊張致しましたが、今
後も宜しくお願い致します。
4月も後半となり、周辺の田んぼで
田植えが始まっています。秋の新米
の収穫が楽しみです。天候が安定
し、今年も豊作である事を祈ってい
ます。
先日の合同例会は山梨の美味しい物
をたくさん食べる事が出来、大満足
でした。例年と違い日帰りだった
為、夜の街を楽しみにしていた人は
残念だったと思います。(福田幹事
が少し元気がなかった気がしまし
た。気のせいかもしれません)
コロナの流行に負けない当クラブの
例会出席率。というより、返って高
まっているように見えます。頼もし
い限りです。
新入会員の皆様、宜しくお願い致し
ます。
本日誕生日のプレゼントを頂きまし
た。皆様ありがとうございます。53
歳となりました。歳も増えてきまし
たが、コロナ禍で借金もかなり増え
ました。まだまだリタイアできない
なー。頑張ります。
皆さんこんにちは。新入会員の皆さ
ん、自己紹介ありがとうございまし
た。これから宜しくお願い致しま
す。
新入会の玉作朋之様、山内雅夫様、
折田勝彦様、藤代公成様、松浦広樹
様、自己紹介をありがとうございま
した。これから共にロータリー活動
を頑張って参りましょう！
皆様こんにちは。新入会員の皆様、
自己紹介ありがとうございました。
新入会員の皆様、自己紹介ありがと
うございました。ロータリー活動を
共に取り組んで参りましょう。

吉野
梶山

和弘
健次

阿部

輝彦

別府

明人

大森

俊介

大森

敏隆

黒岩

靖之

仕事の都合で早退させて頂きます。
緊急事態宣言が発令され人流を止め
るという事ですが、コロナ慣れして
いる状況が散見されます。これ以上
の感染拡大しない事が望まれます。
君津の花々に囲まれてゴールデンウ
イークを過ごせる事に感謝します。
新会員の皆様、宜しくお願い致しま
す。
新入会員の皆様、宜しくお願い致し
ます。
まだまだコロナ中で大変ですが、気
持ちは明るく元気に過ごしたいと思
います。改めまして5名の新入会員
の皆様、宜しくお願い致します！
4月17日の甲府東RCとの合同例会に
参加された皆様、ご苦労様でした。
あいにくの天候で雄大な富士山は見
る事が出来ませんでしたが、富士山
資料館見学、地ビール工場での試
飲、甲府東RCとの合同例会及び君
津に帰ってからのすなっぱらいと楽
しい1日でした。

