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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　ロータリーの友9月号を再度読み返しました。その中
にとても気になった言葉があったからです。「ピンピン
コロリ」という言葉です。初めて目にした時は、自分が
患って長い闘病生活はイヤだなーと思い、家族に迷惑
をかける事は避けなければなどと思ったからです。な
んせ私自身高血圧で上が200超えをした事がありまし
たが、病院へも行かず平静を装いというか気にもして
いなかったのです。200超えは大変な事と今では、病院
へ行き先生に診て頂き、薬も飲んでいます。人間この
世に生を受けたのなら必ず死を迎えます。「ピンピン
コロリ」は良いななんて考えたからでした。それには、
食生活が大事だと書かれていました。糖分も塩分も大
事な栄養素。摂り過ぎがダメ。悪玉も善玉も両方必要
で、バランスが大事なんですね!皆様もご自身を大切に
してください。健康が第一ですね。そして皆様、元気
良くロータリー活動を楽しみましょう。宜しくお願いし
ます。

会　長　報　告

１．1月31日(火)一般社団法人かずさ青年会議所の初例
会が開催されました。当クラブからは、大浦副会長
が出席しました。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(2月号)
　＊10ページ目に変更があります。
　　2022-23年度主要会議日程
　　鎌ケ谷ＲＣ創立50周年記念式典　
　　４月22日(日)⇒5月21日(日)に変更です。

〈報　告〉
１．2月1日(水)第5グループ会長幹事会が開催されまし
　た。当クラブからは、武田会長と、私(大川幹事)が出
　席しましたので報告いたします。
　
　◆RID2790地区第5グループ第5回会長・幹事会報告
　　日時：2023年2月1日(水)15時より
　　場所：東京ベイプラザホテル
　　議題：①2月18日(土)開催のIMについて
　　　　　②第5グループゴルフ大会について

　◆IM(インターシティミーティング)について
　　2月1日(水)現在で定員100名中登録者は51名です。
　　講師の柳生好春様(野々市RC)の帰路の時間の関
　　係で予定より早く終了しますとの事です。

　◆ゴルフ大会について
　　5月23日(火)カメリアヒルズにて開催されます。
　　アウト・インとも3組ずつの6組の予約です。
　　参加費用：大会登録料3,000円
　　プレー代：25,500円
　　　　　　 (4Bキャディ付、徒歩プレー昼食付）
　　プレー終了後に表彰式です。



　◆その他
　　第6回会長幹事会を6月2日(金)15時から開催します。
　　同日に新会長幹事会を予定しています。
　　終了後17時より懇親会を行います。
　　また、アクアラインマラソンが2024年開催予定で
　　す。

２．木更津東RCの創立55周年記念式典は、3月11日
　(土)から5月13日(土)に変更になりました。詳細につ　
　きましては案内が届きましたらお知らせいたします。

３．本日例会終了後13時より、新理事会を開催します。
　次年度理事の方はご出席くださいますようお願いい
　たします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．ロータリー手帳の申込み

親睦委員会
私の記念日・誕生日

会員卓話
親睦委員会
「これからの子供達に期待する事」

中野　賢二様

　最近の若者は使いづらいとい
う話をよく聞きます。その他に
も「少し怒ったら辞めてしまっ
た」や「注意したら諭された」
「××さんがパワハラで転勤し
た」 「仕事を覚えない」「向上
心や仕事への意欲が無い」「道
徳心・協調性が薄い」「上司を
友達扱い」「一般常識を知らな
い」「気軽に労基署に相談」という事を耳にします。辞
めないように、訴えられないようにとビクビクしながら
社員や部下を使わなくてはいけません。優しく注意を
したら「頭ごなしに注意するだけじゃあ部下は伸びま
せんよ!」と20歳以上年下の部下に諭されたそうです。
　また、若者に合わせて場を和ませようと最近の話題
やCMなどの冗談を言ってもテレビを見ていないので
意味を解って貰えないです。ある人が部下を高級焼肉
へ連れて行ったところ、自分の時間をさかれた上に残
業がつかなかったと陰で言っていたそうです。どのよ
うに接してゆけば良いのか、教育をしてゆけば良いの
か悩んでしまいます。
　この背景には最近の社会問題が原因していると考え
られます。「少子化問題」「ゆとり教育」「逃げ腰の教
育スタイル」「働き方改革」「スマホ中毒」「大都市集
中問題」などが要因となって、社会人となった若者を
教育する事が難しくなってきたと思われます。知り合
いの先生から聞いた話で、子供から「教育委員会に訴
えてやる」と言われたそうです。どうやって子供を叱れ
ば良いのか悩んでいると言っておりました。社会に出
た若者は今まで怒られた事が無いので怒られると会社
を気軽に辞めますが、人手不足なので働く場所は沢山
あります。友達同士での遊びや付き合いなどはあまり
なくスマホで楽しんできたので、人付き合いに個人の
時間や労力を費やす事を嫌います。優秀な人材が少な
いと感じられるのは、新卒で社会へ進出する若者が半
分になっている事と大都市に行ってしまう事が原因と
考えられます。
　しかし、最近の子供達を見ていると昔と何も変わっ
ていない事に気付きます。私は地域貢献の中でも特に
子供達に関連する活動に力を入れています。小さな地
区の祭りでは、告知はあまりしていなくても大勢の子
供が集まり、公園の芝生の上を笑いながら走り回って
います。七夕祭りの際に元気良く各種のイベントで大
はしゃぎする子供達の姿は私達の子供の頃と何も変わ
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りません。また、この時の短冊の願い事はとても可愛
く、そして夢は昔の子供と同じような事を書いている
のです。子供達は昔も今も変わっていない事を痛感し
ています。
　私は出前教室で溶接の授業を行っていますが、小学
校6学年と中学校1学年の生徒を見ていると昔よりも真
面目な生徒が多く、言う事を聞かない子が全くいない
事に気付きます。仲良く楽しそうにスクラップロボを作
る時も友達思いの良い子ばかりだと感じます。私の幼
少期のようないたずら坊主は少なく、とても優秀です。
最近の若者はダメだと言う人もいますが、心配する事
は無いです。私は若者を教育する際に周りの上司が
褒めていた事を沢山話してから、「でも1つだけ、皆が
気にしている事があって…。これを直せばもっと信頼
されると思うんだよね。」と言うと、本人は目をウルウ
ルさせて真剣に話を聞いてくれます。私の若い頃は怖
い先生や先輩に殴られて、どんなに理不尽でも決して
文句を言わずに謝りました。しかし、怒鳴られる事に
慣れてしまっていて、心の中では「細かい事うるせー
な!」といつも思い、本気で反省なんてしていませんで
した。最近の若者は怒られた事が無いので、「みんな
から嫌われるかも知れないよ。」と言われただけで十
分に反省するので怒鳴る必要もないんです。口先だけ
で謝って反省しない私よりも優秀です。また、慣れて
いないのであまり怒られると反省を通り越して、心が
折れてしまう為に会社を辞めてしまうのかも知れませ
ん。
　そして、「上司は友達」「諭された」でも私は良いと
思います。私は異論があっても先生や先輩は神様だか
ら、ただ謝ってきましたが、やはり心の中では不満があ
りました。最近の若者は口答えをしてきますが、しっか
りと話し合いが出来る為、本人の中に不満が溜まりづ
らいと思います。注意しているのに諭すような事を言
われるとムカッとしますが、そのお陰で部下との今後
の接し方を考え直す為の要素が増える訳です。「諭し
てくれてありがとう!」と考えましょう。
　また、最近の若者は単純作業でも文句言わないで、
もくもくと頑張れる子が多いと感じています。「仕事を
覚える気がない!」と言う人もいますが、その分コツコ
ツと同じ作業をする事が出来るのです。考え方を変え
ると正義感が強い為、注意された事に1つでも納得の
いかない点があると文句を言うのだと思います。同僚
の為に上司に苦情を言い来る若い社員もいるぐらいに
正義感は強いんです。この要因は、仲間の為に命をか
けて戦うヒーローが多く登場する日本のアニメにあると
私は思います。若者達は最近のテレビは見ませんが、
スマホを使うようになる前の正義感たっぷりの子供向
けアニメは見ているんです。「若者は能力が低い!」と
言うなら自分達は能力が高いはずです。今の若者に
私達が合わせてゆけば、性格は良い子ばかりです。こ

れからの子供達にも期待出来る事は沢山あると思いま
す。
　

ニコニコＢＯＸ

武田富士子 神奈川県東RC赤堀会長、ようこそ
君津RCにおいでくださりありがと
うございました。君津RCには和気
藹々の中で活動を行っているクラブ
です。会長挨拶の中で食の事を申し
ましたが、皆様もご自身の食生活を
振り返ってみる事も大事です。振り
返ってみましょう!!健康が一番です
ものね。

大川　裕士 神奈川東ロータリークラブ会長赤堀
伽寿一様、米山奨学生ウニバト様、
来訪ありがとうございます。

赤堀伽寿一 2590地区(横浜、川崎市)から来まし
た神奈川東RCの赤堀です。本日は
宜しくお願いいたします。

隈元　雅博 神奈川東ロータリークラブ会長赤堀
伽寿一様、君津ロータリークラブの
例会にご参加くださりありがとうご
ざいます。中野会員、素晴らしい卓
話をありがとうございました。誕生
日のお祝いをありがとうございまし
た。ウニバト君、共に地位貢献と世
界平和を頑張りましょう!

木内　髙茂 赤堀様、ようこそ君津ロータリーに
お越しくださいました!木更津にお
住まいとお聞きしましたので、これ
からも宜しくお願いいたします。中
野会員お疲れ様でした。

大浦　芳弘 誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。先週、会長代理で「かずさ
青年会議所」の新年例会に参加させ
て頂きました。若い方々が地域の為
に活動されている姿に熱を感じる事
が出来ました。ただ、会員数が22名
と激減しているようで、こちらも会
員増強が大きな課題との事、団体に
所属しての活動が難しい時代になっ
ている事を感じました。withコロナ
の中でのロータリー活動に注力しま
す。

大森　俊介 神奈川東RC赤堀会長、ようこそ君
津RCへ。今月の理事会は、多くの
意見が出て活発なものとなりまし
た。



平野　貴明 赤堀様、君津ロータリーへようこ
そ。これからも交流を深めていきま
しょう。

谷　　浩司 業界の所属団体の総会ならびに新年
会に参加して来ました。3年振りと
いう事もありますが、皆さん交流に
勤しんでいました。今年は活発に活
動していく事になると思うと楽しみ
です。体調管理には細心の注意をし
ながら頑張っていきたいと思いま
す。

篠塚　知美 私の記念日、誕生日の皆様、おめで
とうございます。中野さん、楽しい
卓話ありがとうございます。

佐々木昭博 神奈川東RC会長赤堀様、君津RCへ
ようこそ!2月4日(土)に君津市民限定
のモルック大会である「第1回君津
市民モルック大会」を開催させて頂
きました。100名弱の参加者でアッ
トホームな良い大会になりました。
ありがとうございました。

廣田　二郎 ウニバト君の奨学生1年延長が内定
しました。あと1.5年宜しくお願い
します。

松浦　広樹 赤堀会長様、ようこそお越しくださ
いました。宜しくお願いいたしま
す。今回初めて席替え当選しまし
た。ありがとうございます。

岡野　　祐 誕生祝ありがとうございました。57
才になりました。

小関　常雄 赤堀様、本日はありがとうございま
す。

藤田　章博 中野会員、会員卓話ありがとうござ
いました!今週の周西小学校の出前
教室、楽しみにしています。

秋元　政寛 赤堀様、ウニバト様、本日のご来訪
ありがとうございます。

福田　順也 神奈川東RC赤堀会長、ようこそ君
津RCへ。

髙橋　雄一 中野さん、卓話ありがとうございま
す。子供は私達日本の未来だと思い
ます。

秋山　大輔 中野会員、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。昨日は久し振りに
お嫁さんと孫と3人で食事に行きま
した。久し振りに可愛い孫に逢えて
幸せでした。癒されました。

藤代　公成 中野会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

安田　　学 中野会員、貴重な会員卓話ありがと
うございました。

伊藤　　彰 中野会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

秋元　直樹 中野会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

福島　大介 中野会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

川村　優子 皆さんこんにちは。中野会員、卓話
ありがとうございました。

野中慎太郎 中野さん、「これからの子供達に期
待する事」の卓話ありがとうござい
ました。

馬場　孝弘 新型コロナも5月8日から5類に引き
下げられ、位置付け対応が難しくな
りますが、少しでも3年前の状況が
戻るように願います。

宮本　茂一 いつも花ありがとうございます。
森　　敏弘 入会してひと月が経ちます。まだま

だ慣れませんが、少しずつ勉強して
いきます。宜しくお願いいたしま
す!

谷川　有司 入会して2回目の例会です。例会に
も慣れていきたいと思っていますの
で宜しくお願い申し上げます。

中野　賢二 土日は出前教室用のスクラップロ
ボット制作で奮闘していました。溶
接焼けで顔と目がヒリヒリです。今
回も沢山作りましたよ。

原田　健夫 久し振りの例会出席となってしまい
ました。これからRC活動頑張りま
す。

山内　雅夫 少しずつ暖かくなってきています
ね。庭の梅の木もつぼみがピンクに
色付き始めました。春を感じつつ、
行動範囲を広げていきたいと思いま
す。

倉繁　　裕 そろそろ花粉症対策が必要な時期に
なってきました。今年の関東地域の
花粉飛散量は、昨年の2倍以上で、3
月スギ、4月ヒノキのピークだそう
です。先週末に急いで内服薬、目薬
を入手したところです。

永嶌　嘉嗣 もうすぐ70才ですが、まだまだ元気
です。

江藤　　隆 国内でもようやくマスクを外す気運
が高まってきました。お互いの顔を
見てコミュニケーションが取れるの
は良い事だと思います。改めて笑顔
を心掛けたいと思います。



髙島　俊治 先日の土曜日(4日)に新宿御苑に家
内と行って来ました。未だに寒い日
が続いていますが、暦上では立春で
す。梅の花を探し見つからなかった
のですが、寒桜が咲いていました。
春の訪れが待ち遠しく感じました。


