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4月は母子の健康月間です。
ユニセフによると、日本では生後4週間以内に亡
くなる新生児が1000人当たり0.9人で、赤ちゃんが
最も安全に産まれる国とされています。一方で、5
才未満で亡くなる世界の子供の数は、1年間で530
万人、うち新生児はその約半数にのぼります。その
原因となる医療・衛生設備の欠如や栄養不足を改善
する為、ロータリーでは様々な支援を行っています。
世界には、近代的な病院で優秀な医師や看護師が
熱心に仕事をし、必死に努力しているにも関わら
ず、母子の死亡率が高い所がいっぱい存在していま
す。それは何故か？診断に欠かすことの出来ない設
備や、保育器のような基本的な機器すらないという
のが原因とのことです。
そこでロータリーでは、世界中のクラブがグロー
バル補助金プロジェクトに参加し、各国の病院が必
要な設備等を提供しています 。実際に、日本では
いくつかのクラブがグローバル補助金を活用し、カ
ンボジア・アフリカ・モンゴル等に提供していま
す。特にモンゴルでは、新生児死亡率が1000人当
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たり10人と、日本の約10倍だったのが、今ではだ
いぶ改善されたとのことです。
私達もこれを機会に産まれて来たことに感謝し、
なぜ今生きているのか、考えてみたらいかがでしょ
うか。
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１．4月9日(土)ロータリー米山記念奨学会カウン
セラー・米山奨学生・指導教員オリエンテー
ションが開催されました。
出席されたカウンセラーの廣田会員、お疲れ様
でした。
２．4月17日(日)第5回青少年交換オリエンテーショ
ンが開催されました。
出席された青少年奉仕委員会、秋元政寛委員
長、茂田副委員長、お疲れ様でした。
３．公益財団法人ロータリー日本財団より、大住会
員に認証状及びバッチが届いていますので、お
渡しします。
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大住昌弘会員

佐々木昭博幹事
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〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
〈木更津東RC〉
日時：4月30日(土)休会
理由：クラブ定款第7条第1節ｄ項
２．4月23日(土)、当クラブ創立記念式典が開催されま
す。お手伝い可能な方は、9時にアカデミアホール
入口集合です。宜しくお願い致します。
３．4月29日(金)、地区研修・協議会が開催されます。
受付：12時(点鐘：13時)
出席：武田会長エレクト・大川副幹事・廣田会員・
大浦会員・川村会員・内藤会員・秋元ゆかり
会員・平野会員・茂田会員・髙橋会員・谷会
員・佐々木会員
宜しくお願いします。

ます。君津での勤務だけを見ても21年間という長きに
渡っていますので、当地のことについてはよくご存じ
ですが、ロータリークラブ含め地域団体等へのご加入
は初めてとのことです。
高島様にとっては初めてのロータリークラブへの入
会となりますので、会員皆様のご指導を宜しくお願い
します。

入会式

岡野
祐会長
高島 俊治会員

〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．ロータリー冊子(英語版)
４．50周年記念式典二次会の出欠について
退会セレモニー
退会の挨拶

入会者紹介
株式会社テツゲン 東日本支店長
君津営業所長兼務
資源企画部担当部長兼務
高島 俊治様
推薦者 大浦 芳弘会員
こんにちは！
この4月より君津ロータリークラブに新しく入会とな
ります高島様を紹介させていただきます。高島様は、
株式会社テツゲンの遠田会員の後任として入会される
ものです。
高島様のご出身は大分県で、大分県の高校を卒業後
に千葉工業大学に進学され、大学院まで修了された後
にテツゲンに入社されています。
入社当初は八幡支店、その後大分支店と九州での勤
務を経験され、その後研究開発部門に配属となり、現
日本製鉄の技術研究所への派遣も経験されています。
1995年に君津駐在となり、君津支店における資源リサ
イクルを行っている工場の工場長や支店の次長を経験
された後に部長として本社に異動され、この4月に6年
ぶりに君津に支店長として戻ってこられました。
今ご説明した通り、大学時代を含めると27年間と、
これまでの人生の半分近くを千葉県で過ごされており

日野 千博会員

2020年4月にテックスエンジ殿谷口支店長に推薦い
ただき、ロータリーの会員として2年間皆様とご一緒さ
せていただきました。入会までロータリーの活動内容
について認識しておらず、利害抜きに地域社会貢献の
為に一生懸命活動しておられることを知り、深く感銘
を受けました。本来でありますと、この理念のもと一緒
に活動を行っていきたいと思っておりましたが、本業
である業務が非常にタイトとなり、出席率も50％に届か
ない状況となってしまい、かえって皆様のご迷惑とな
ると考え、断腸の思いでありますが、会員メンバーの交
代をすべきと結論付けました。
ロータリーの理念に深く感銘を受けたというお話を
冒頭させていただきましたが、これは社内でも十分で
きることと考え、今年の1月より社会貢献事業所を立ち
上げました。この事業所は、事業性を考えず地域社会
に貢献することのみを目的として立ち上げた組織であ
り、そこの初代所長に任命した人間こそが、ロータリー
の理念に合致すると考え、私の代わりに皆様と共に活
動出来るのではないかと考えた次第でございます。
大森会員にこのことをご相談させていただいたとこ
ろ、趣旨を理解いただき、快く賛同いただけましたので
今回退会という運びとなりました。

2年間という短い期間でしたが、皆様と共に同じ思想
のもと活動させていただけたことに改めて感謝申し上
げます。
本当にありがとうございました。

し勉強をしましたが、ロータリーは知れば知るほど面白
く、ロータリーの精神を多くの人に知って貰いたいと思
うようになりました。
また、ロータリーの醍醐味は色々な考えを持った方
や、様々な経験をされた方と出会えること。そのような
方々のお話を伺いながら、自分も成長出来たらと思い
ます。
23日の50周年式典、大変楽しみに伺います。これか
らもご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

会員卓話
「M academy」

委員会報告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友紹介」

隈元 雅博会員

本日、ロータリーの友紹介は
担当予定会員が急遽お休みと
なり、ピンチヒッターで隈元会
員よりご紹介していただきまし
た。
原稿はありませんが、素晴ら
しい紹介に拍手です。
ありがとうございました。

来訪ロータリアンご挨拶
木更津ロータリークラブ会長
藤平 貞順様
50周年式典までに一度お邪魔
させていただきたいと思ってお
りましたので、本日念願叶い、
大変嬉しく思います。
私は、巌根駅東口から徒歩5
分にある新御堂寺というお寺の
住職をしております。お寺の生
まれではなく、お寺の境内の一
画にあった魚屋の娘として生を
享けました。祖父が50年ほど前に始めた魚屋を3年前
に閉めることになったのですが、有限会社の権利だけ
はそのままにしておきました。そちらを昨年11月に復活
させ、今は住職と社長という二足の草鞋を履いていま
す。
ロータリーに関しては、入会8年目。会長になる為少

秋元 直樹会員

皆さんこんにちは。
本日、卓話の機会をいただき
ました、豊栄電業の秋元です。
職業分類は電気工事。主な内
容と致しまして各種制御盤の設
計・製作、工作機械の制御・電
源配線工事、既設制御盤の改
造・移設工事、一般電気工事を
請け賜わっております。
私は小学校から専門学校、そして社会人草野球と野
球を続けておりました。今でも野球は大好きですし、
楽しいスポーツだと思っています。
今日はそんな野球のことを、そして私の行っている
活動のことについて少しお話させていただきます。
私はご縁があり、日本製鉄かずさマジック、かずさ市
民応援団の富津地区幹事を務めさせていただいており
ます。日頃から皆様には、かずさマジックをご支援、ご
協力くださいまして心より感謝申し上げます。この場を
お借りしましてお礼申し上げます。
近年野球人口が年々減少しています。どうしたら野
球人口を増やせるのか？その為には何をしなくてはい
けないのかと数年前から悩んでおりました。そんな時
かずさマジック前任の鈴木監督、そして勇退されたOB
選手の方達とお話しする機会があり相談したところ、
鈴木前監督にまず野球の楽しさを一番に伝えることが
大事、そしてそのことを伝えたいと言っていただき、ま
たOB選手の方々も現役当時支えてくださった皆様に恩
返しをしたい、地域に貢献をしたいと言っていただき
ました。
そこで私は野球の楽しさはもちろん、知識や技術も
豊富な前監督、OB選手が手伝ってくれるならばと「M
academy」という野球指導教室のボランティア団体を立
ち上げました。
本会の目的としまして、かずさ４市(木更津市、君津
市、富津市、袖ヶ浦市)の少年野球チームを対象に、か

ずさマジックOB選手による野球を通じた地域貢献活
動を行い、もって、かずさマジックの市民球団化に向
けた一助となるよう行動することを目的としています。
そして目的を達成するために、次の事業を行います。

ニコニコＢＯＸ

①少年野球チームの指導者に対し、求めに応じた指導
協力を行う
②野球に関連した各種イベントの開催を行う
③地域経済団体等と連携し、ボランティアイベントに
協力する
④その他本会の目的達成に必要な事業を行う

佐々木昭博

以上のことを、これから積極的に活動していきたいと
思っております。
実績と致しましてはまだ立ち上げて間もないのと、
コロナ禍でなかなか実行できなかったのですが、先月
に富津市の少年野球大会に呼んでいただき4チームと
の合同イベントを実施することが出来ました。
鈴木監督をはじめ有志のOB7名が参加してボール
を使った遊びや各ポジションに分かれての技術的な指
導、全体でのバッティング練習を行いました。特に勇
退されたばかりの田中健選手の華麗な守備や柵越え
ホームランなど子供達、保護者の皆さん共に大変盛り
上がりました。普段はチームの監督やコーチしかグラ
ウンド内に入れませんが、今回は保護者の方も一緒に
グラウンド内に入っていただき、練習の様子を間近で
撮影したり、OB選手に質問したりと保護者の方にも
貴重な体験をしていただきました。帰り際に多くの保
護者の方からお礼の言葉をいただき、本当に行って良
かったなと実感しました。
私は今回のイベントで沢山の宝に出会えました、そ
の宝とは野球をやる子供達とそれを支える指導者と保
護者達、そしてもう1つはボランティア団体に有志で集
まってくれるOB選手達です。この宝と宝を大事にし、
これから先もずっと繋げていきたいと思っております。
先程、事業内容を掲げさせていただいたとおり、こ
れからも色々なイベントを開催したいと考えており、そ
の際に君津ロータリークラブの皆様にご相談させてい
ただき知恵を貸していただきたく、またご支援のお願
いもさせていただきたく、誠に勝手なお願いばかりで
申し訳ございませんが、ご協力を賜りますよう何卒宜
しくお願い申し上げます。
最後になりますが、今週の土曜日は当クラブの50周
年記念式典がございます。このような記念すべき式典
に参加出来ることを大変光栄に思います。私は去年の
6月7日に入会させていただき、もう少しで1年となりま
す。ですがまだまだ未熟であり皆様の足を引っ張らぬ
よう、これからもロータリー活動を一生懸命頑張りま
す。今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。
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藤平会長ご来訪ありがとうござい
ます。4月23日50周年記念式典は
皆様宜しくお願い致します。
木更津RC藤平会長、山九君津支店
藤田様ご来訪ありがとうございま
す。テツゲン高島さん入会おめでと
うございます。ゴルフのドライバー
が壊れたので、昨日新しいドライ
バーを注文してきました。明後日届
くので楽しみです。マイナス10打位
減ることを期待!
50周年式典前にお伺いしたいと思っ
ておりました。本日は念願叶い嬉し
く思います。ありがとうございまし
た。
2年間という短い間でしたけど、皆
様大変お世話になりました。後任の
藤田を宜しくお願いします。
本日より、入会させていただきま
す。何も分からない新参者ですが、
皆様、宜しくお願い致します。
先々週末は、初夏の陽気となった
後、先週は一転気温が下がりました
が、今週は暖かそうです。まだ、ひ
のき花粉が多く、薬を継続服用して
います。プロ野球、ロッテ佐々木投
手の完全試合、昨日も8回まで完全
試合ペースで、20歳投手、18歳捕
手の若手コンビによる偉業、若手成
長の模範、驚きます。
4月18日の移動例会にご参加された
皆さんお疲れ様でした。18日のリ
ハーサルに参加出来なかった方も4
月23日の本番ではメンバー一丸と
なって頑張ってまいりましょう!こ
れからもロータリー活動を頑張りま
す!
いつも大変お世話になります。だん
だん暖かくなり、暑いくらいにもな
ります。桜が終わると、もう夏みた
いな陽気で、皆様ご自愛ください。
藤平会長ご来訪ありがとうございま
す。今週末は50周年があります。皆
様健康にご留意してお過ごしくださ
い。
高島様入会おめでとうございます。
日野会員大変お世話になりました。
秋元直樹会員、卓話ありがとうござ

秋元

政寛

伊藤

彰

宮嵜

慎

内山貴美子

中野

賢二

中村

圭一

平野

寛明

小関

常雄

大浦

馬場

芳弘

孝弘

吉野

和弘

黒岩

靖之

いました。高島様、ようこそ君津
ロータリークラブへ。席替えくじ当
選ありがとうございました。
木更津RC藤平会長、本日はありが
とうございます。いよいよ今週末は
50周年記念式典、楽しみです。
今週末の50周年記念行事が盛会にな
るよう、頑張りたいと思います。高
島さん入会おめでとうございます。
日野さん退会お疲れ様でした。
木更津RC、藤平会長ようこそ君津
RCへ。秋元直樹会員、隈元会員、
貴重な卓話とロータリーの友紹介あ
りがとうございました。
ロータリー情報させていただきまし
た。高島さん入会おめでとうござい
ます。早くロータリーの仲間になっ
てロータリー活動頑張って下さい。
今日は、会社で「マリオカート大
会」を実施します。高校新卒社員の
オリエンテーションとして、皆で楽
しみたいです。
桜が終わっても肌寒い日が続いてい
ます。春を満喫する間もなく、週末
から25～26℃の予報。四季でなく
二季になってしまったようです。健
康第一で過ごしたいものです。
木更津ロータリークラブ藤平様、本
日ご来訪ありがとうございました。
秋元直樹会員、卓話ありがとうござ
います。
遠田会員の後任として高島さんが入
会されました。宜しくお願いしま
す。かずさマジックですが、社会人
野球岡山大会に参戦中です。JR九
州には勝つも、シティライト岡山に
は惜敗、本日は伯和ビクトリーとの
対戦です。関東周辺もそうですが、
チーム名を聞いてもどういう会社な
のか想像つかないチームが増えてい
ます。そういうチームが実力を付け
てきており、マジックももうひと頑
張りが必要です。
コロナ感染者が減少しません。今が
第7波なのか分かりませんが、感染
防止対策を取りながら終息を願いま
す。
木更津RC藤平さん来訪ありがとう
ございます。
いよいよ大詰めですね。今週末の50
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周年式典、必ず成功させましょう。
木更津RC藤平会長、ご来訪ありが
とうございます。高島俊治様、ご入
会おめでとうございます。宜しく
お願いします。日野様、退会残念で
す。今後も宜しくお願いします。
桜も散り、いよいよ新緑薫る季節を
迎えました。私の大好きな頃です。
モチベーションを上げ、夏に向かっ
て1日1日を大事に生きたいですね。
秋元会員、貴重な会員卓話ありがと
うございました。高島様、宜しくお
願い致します。
最近、北朝鮮関連の本を読みました
が、生まれた時から自由を奪われた
国民が何に希望を持って生きられる
のだろうと気が重くなりました。今
回のロシアのウクライナへの軍事侵
攻に関し、日本に住むロシア人が
「ロシアでは政治には何も言えない
から、多くのロシア人は政治に関心
を持てない。フェイクニュースをた
だ信じ、プーチンを支持するしかな
い」と語っていました。ただ、「怖
いが、真実を知る、海外にいる我々
が反戦を訴えなければ」と、故郷に
いる親族に害が及ぶのを気にしなが
ら、デモに参加しています。中国や
ミャンマーなど、専制主義の国民に
自由を!
いよいよ、今週末は50周年記念式典
ですね。万全の準備で、無事、盛大
な式典とすべく頑張ります。
猫避けに買ったゼラニウムが、かな
りの効果を発揮したので、今年も購
入したのですが、種類がいくつかあ
り、カラフルな色もあったので、こ
れから庭が賑やかになると思うと楽
しみです。
本日は貴重なお時間をいただき、卓
話をさせていただきました。ありが
とうございました。
千葉県医業健保組合の理事長になり
ました。
木更津RC藤平会長、㈱テツゲン高
島様、山九㈱藤田様宜しくお願い致
します。秋元さん、卓話お疲れ様で
した。今日で43才を迎えました。こ
れからもロータリー頑張ります。
秋元会員、卓話ありがとうございま
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した。木更津RC藤平会長、ようこ
そ君津RCへ。日野会員、今まであ
りがとうございました。高島会員、
これから宜しくお願い致します。
今日で息子のりょうすけが生まれて
5ヶ月が経ちました。体重も2倍に
なり、成長の速さに驚いています。
抱っこしながら生まれたばかりの
りょうすけに会いたいと思う私は親
バカでしょうか?
皆様こんにちは。高島様、ご入会お
めでとうございます。これから宜し
くお願い致します。秋元直樹会員、
貴重な卓話をありがとうございまし
た。
高島俊治様、入会ありがとうござい
ます。R活動を一緒に楽しんでまい
りましょう!!木更津RC藤平会長、よ
うこそ君津RCへおいでくださいま
した。女性会長として頑張っている
藤平様。お手本とさせていただきた
く、今後ご相談させて下さい。我君
津RCも、内山会員も女性会長を経
験しており、良い見本もおります
が、RC女性会員の輪を広げてまい
りたいと思っています。宜しくお願
い致します。日野会員、寂しい限り
です。参加出来るイベントもありま
す。その節はぜひご参加ください
ね。
木更津RC藤平会長様、本日はご来
訪ありがとうございました。今週末
はいよいよ50周年式典、皆で協力し
てぜひ成功させましょう!

