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かずさマジック3年ぶりの都市対抗が11月28日東
京ドームで行われました。
渡辺監督は1999年に新日鉄君津に入社し、2000
年の都市対抗でチーム初の4強入りを果たし、その
後サブマリーンを武器に千葉ロッテに入団し2006
年、2009年にWBC代表になり優勝に貢献。又、海
外リーグに行ったりと大活躍です。2015年新日鐵
住金かずさマジックのコーチになり、2020年1月1
日に監督に就任、現在に至っています。
そんな渡辺監督率いるかずさマジック、西濃運輸
との戦いを5対3で勝利しました。久々の勝利で大
変嬉しいです。次回は12月3日です。皆で応援しま
しょう！！
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１．11月21日(日)に地区三委員会合同セミナーが開
催されました。
当クラブからは、佐々木幹事、公共イメージ向
上委員会 原田委員長が出席されました。お疲
れ様でした。
後程、原田委員長より報告をお願いします。
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２．11月18日(木)に、内藤会員にご長男、僚亮くん
が生まれました。おめでとうございます。
クラブよりお祝いをお渡しします。

開 始 点 鐘 岡野
祐会長
Ｒ ソ ン グ それでこそロータリー
四 つのテスト 秋元 政寛会員

前々回の修正

例会場

毎週月曜日
12:30PM～13:30PM
ホテル千成
Tel:0439-52-8511
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３．11月20日(土)に、宮本会員のご子息(三男)がご
結婚されたそうです。おめでとうございます。
クラブよりお祝いをお渡しします。
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佐々木昭博幹事
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．クラブのアンケート
（未提出の方は、本日ご記入の上、例会終了後に事
務局高島まで提出）

〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞
①日時：12月2日(木) 点鐘：11時00分
内容：ガバナー公式訪問
②日時：12月16日(木) 点鐘：18時30分
内容：親睦夜間例会
③日時：12月23日(木) 休会
④日時：12月30日(木) 休会
＜木更津東ＲＣ＞
①日時：12月22日(水) 点鐘18時30分
内容：クリスマス家族夜間例会
②日時：12月29日(水) 休会
２．11月30日(火)第5グループ会長幹事会が開催されま
す。
時間：18時
場所：ホテル千成
出席：鈴木ガバナー補佐・荒井グループ幹事
福田グループ幹事・岡野会長・佐々木幹事
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先生と相談して決めます。
予備日の設定は無いので、当日実施不可の場合
は後日ロータリアンだけで花植えを実施します。

〈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

委員会報告
社会奉仕委員会
「駅前花壇花植えについて」
委員長

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」の紹介

谷

浩司会員

当日は以下の通り行います。
よろしくお願いします。
１．対象
君津市立周西中学校1年生
(生徒79名、先生6名)
２．実施日
2021年11月29日(月)
３．スケジュール
①12:30～
事前準備(社会奉仕委員全員で準備)
・花を植える場所へセッテイング
・ロータリーのぼり旗設置
・散水ホース準備
＜これ以降中学生参加(13:00に学校を出発)＞
②13:10～13:40
【周西中学校１年生順次到着】
＊自転車駐輪場所(10台程度)
旧パチンコLIBATY横の噴水前
③13:40～13:50
【始めの会】(司会は中学生の代表が行います)
・岡野会長挨拶
・作業要領説明(谷社会奉仕委員長)
④13:50～14:40
【花植え作業】(クラスの分担は別紙)
・生徒さん主体で
・ロータリアンは補助 ＋ 安全監視
⑤14:40～14:45
【作業完了確認後に記念写真撮影】
⑥14:45～15:00
【終わりの会】
(司会は中学生の代表が行います)
・谷社会奉仕委員長挨拶
・中学生代表者からお礼の言葉
・閉会
⑦15:00
【解散】
・お茶を配布(1本/人)
４．その他
天候不順の場合には、当日の朝に実施可否を岸
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【はじめに(ロータリーの友の理
由を伝える)】
私は、今までにロータリーの
友を全文読んだ事もありません
が、今回初めて一通りの記事を
読みました。ロータリーの友で
は、将棋が好きですので、いつ
も詰め将棋のみを考えておりま
した。		
本日は、私の様な若輩者がロータリーの友をご紹介
させて頂きますが、私からの目線でご紹介が出来れば
と思います。		
		
【記事紹介】		
①縦書きと横書きの意味		
横書きは、RIから認可された公式な部分で、RI指定
記事、RIとして紹介しなければならない記事、特別月
間記事になっているそうです。		
縦書きは、お互いの交流を図るという意味で、全国
のクラブ活動やロータリアンのご意見を記載している
そうです。
		
②ポリオについて		
私たちの世代ではポリオと聞いても、あまり分から
ないのが正直なところですが、今回横書きの11Pを拝
見しポリオがどんな病気か、また、日本国内の過去も知
る事ができました。		
私の考えとしては、祖父が大正6年生まれで戦争に
行っていた人間でしたので日本以外の国は敵だと思っ
て育ちましたが、この記事を読み、実はこの頃から(終
戦後)世界では助け合いが始まっていたと言う事に気
づかされました。勿論、今では国際社会だと言う事は
重々理解をしております。		
また、余談ではありますが、1ページ戻り横書き9Pの
インドでポリオワクチンの投与を体験した方々の記事
が記載されておりますが、その中の小林さんと関場さ
んの言葉に痛感するものを感じました。		
小林さんは、入会時に「ロータリーでは頼まれたり、
誘われたりした際には、あなたを頼っているのだから
断るな」と教えられたそうです。		
また、関場さんは「もし『今』でなかったら、いつや

るのか。もし『私』でなかったら、誰がやるのか。」と
記載がありますが、この言葉は魔法の言葉だと思いま
す。理由としては、このお二人の言葉を別の角度から
捉えると、その人の今後の人生を左右する可能性が秘
めているからです。		
人助けは勿論限度はありますが、自ら難局に挑戦す
ることで、それ以上に得るものがあると考えます。		
		
③ガイの散策		
ガイ・ガンディカーさんの詳細は37Pの左下に記載が
ありますが、それ以外では「ガイ・ガンディカーこそま
さに日本ロータリー発展の一つの重要な理論的原点と
なるべき者」と思われているそうです。こちらは、日本
版ロータリー通解の序文で書いているそうです。		
私は、このページの記事を一読し、時代の変化に伴
い、全てではないとは思いますが、ロータリアンとして
の根本的な所を学ばさせて頂きました。		
皆様も、今一度、読んでみて下さい。		
		
④死ぬこと以外はかすり傷		
		
⑤女性活躍社会は来るのか		
こちらに関しては、私は時代が大きく変わっている
事に気づかされると共に、とても良い事だと思います。
今の時代では男性だからとか女性だからとかではな
く、一人の人間として対応する事が多く求められてる
と感じます。女性が働きやすい環境の職場や女性の意
見を吸収できる団体や組織などは、本当に良い方向に
行くと考えます。		
ですので、本当に良い事だと思うので、RCでも大津
東RCだけではなく、全国のRCでどんどん推進してい
くべきだと思います。		

「三委員会合同セミナーの報告」
委員長 原田

健夫会員

１．はじめに
11月21日(日)に国際ロータ
リー第2790地区の「クラブ
奉仕・会員増強・基盤向上委
員会」「広報・公共イメージ
向上委員会」「フェローシッ
プ・親睦活動委員会」の三委
員会合同セミナーが開催さ
れ、当クラブからは、鈴木ガ
バナー補佐、佐々木幹事、武田会員増強委員会委員
長と小職が参加しました。
今回の合同セミナーのテーマは「ロータリーを楽
しもう」であり、ロータリー活動の基本である「親

睦」と「奉仕」を深めていくために、各委員会が
行っている活動の紹介があり、それを通じて参加者
および各クラブが自分たちの活動を見つめ直す機会
にしようという目的で開催されたものと思います。
２．セミナー内容
1)梶原ガバナー、小倉ガバナーエレクト、寺嶋パ
ストガバナーからの挨拶
2)クラブ奉仕・会員増強・基盤向上委員会
（高橋委員長）
・千葉RCの会員増強の歩み
・21-22年度会員増強・基盤向上アンケート報告
・フードバンクちばの活動紹介
3)広報・公共イメージ向上委員会
(日暮委員長)
・クラブの広報活動事例発表
(柏南RC 山口さん)
SNS活用：LINE公式アカウント、
Facebook、Googleマップ、
YouTube
・世界ポリオデー・祈願プロジェクト
4)フェローシップ・親睦委員会
(吉田委員長)
・親睦野球リーグ(宇佐美会長)
・二輪車同好会(並木会長)
・スリランカクラブ(石井会長)
リモート日本語学校模擬授業への協力依頼あり
・女性交流会(斎藤会長)
女性会員200名、女性交流会登録への案内あり
5)ロータリー研修委員会
(水島委員長)
３．所感
初めての参加でしたが、各委員会のメンバーが
ロータリー活動の活性化と、公共イメージの向上に
向けて真剣に取り組んでいる様子を伺い知る良い機
会となりました。当クラブも地域社会の認知度を高
めていくことが一つの課題と認識しており、本セミ
ナーに参加して、我々も頑張らなければとの思いを
強くしました。
非常に内容が盛り沢山であり、本報告ではとても
伝えきれませんので、各委員会による「卓話」など
を通じて、会員全員に周知していくことも検討する
必要があると考えます。

ニコニコＢＯＸ
岡野
祐
とうとう信じられない事が起こり
ました。中学生の娘が英検2級に
受かりました！トンビが鷹という
より、ミミズがジャンボジェット
機になった感じです。
佐々木昭博
本日は駅前花壇の花植えです。い
つもより株数が多い様なので中学
生達に頑張ってもらえる様に僕達
も頑張りましょう。
宮本 茂一
結婚祝い頂きました。
内藤 智介
御祝い、ありがとうございます。11
月18日20時に無事生まれました。
僚亮(りょうすけ)と名付けました。
家族諸共よろしくお願いします。
谷
浩司
本日は2年振りとなる君津駅北口
ロータリーの花植えを晴天で迎えら
れました。本日はよろしくお願い致
します。
中野 賢二
かずさマジックおめでとうございま
す。今日の花植えを頑張って、君津
のエネルギーをアップさせます。次
回もかずさマジック勝利は間違いあ
りません。
鈴木 荘一
かずさマジック快勝。次回が楽しみ
です。
秋山 大輔
来月の出前授業頑張りたいと思いま
す。よろしくお願い致します。
秋元ゆかり
皆様こんにちは。昨日、都市対抗野
球かずさマジックの応援に行って来
ました。見事な勝利で初戦突破！！
おめでとうございます。
内山貴美子
本日は花植え頑張りましょう。
藤代 公成
新たなコロナの変異株オミクロンの
存在は気になる所でございますが、
コロナが終息している現在はアクセ
ル全開で経済発展のため頑張ってい
きます。
大森 俊介
かずさマジック、1回戦突破おめで
とうございます。
秋元 政寛
今年のプロ野球日本シリーズでは楽
しませてもらいました。連日の接戦
で目が離せませんでした。「絶対大
丈夫」自分も毎日言おうと思いま
す。
梶山 健次
本日、駅前花壇花植えですが、社
内の緊急対応があり参加出来ませ
ん。申し訳ございません。
松浦 広樹
かずさマジック勝利おめでとうご
ざいます。
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昨日、久方ぶりにかずさマジックが
ドームで勝利しました。残念なの
は、コロナ対策でドーム内禁酒と
なっていることですが、引き続きの
応援をよろしくお願いします。本日
は、駅前花壇の花植えとなっていま
すので、ご協力をよろしくお願いし
ます。
マジック頑張りましたね。金曜また
応援に行って来ます！
かずさマジック昨日勝利でした。優
勝目指して頑張って欲しいです。
日本製鉄かずさマジック初戦勝利お
めでとうございます。
孫(次女の次女)から言われました。
「今日じぃじに会えるね」え、な
んで…。孫は周西中学校1年生でし
た。君津駅北口ロータリーの花植え
イベントを忘れていました。お恥ず
かしい…。
かずさマジック、先ずは1勝。
11月20日(土)昼間に手賀沼サイクリ
ングロードを自転車で通行中、後ろ
からハイスピードで走ってきた自転
車に衝突され、右半身から路上に転
落しました。幸い、骨折は免れまし
たが、右肩が未だに痛く、日常生活
に支障をきたしています。車がいな
いので安全だと思っていましたが、
自転車同士の衝突は正直あまり気に
していませんでした。今回は被害者
ですが、自転車事故も最近増えてお
り、重大な災害が起きています。皆
さん気を付けましょう。今日は、所
用のため、例会を欠席します。
祝かずさマジック初戦突破！ヒアヒ
アの試合でしたが、先ずは勝てて良
かった。今日は花植え作業、頑張り
ましょう。
本日の駅前花壇花植え作業頑張りま
す。
かずさマジック応援お疲れ様でし
た。西濃に5-2見事勝利！金曜日も
是非勝って欲しいですネ。
今日は良い天気で花植え日和！！頑
張ります！！
かずさマジック初戦白星おめでとう
ございます。
かずさマジックの初戦突破良かった
ですね。マジック同様に本日の花植
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え作業も頑張りましょう！これから
もロータリー活動を頑張ります！
本日、途中退席させて頂きます。大
変申し訳ございません。
1月に3回目のワクチン接種が出来そ
うです。早く全員出来ると良いです
ね。

「駅前花壇の花植えの様子 (R3.11.29)」

