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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　本日は、当クラブに送られてくる「抜萃のつづり」に
ついてお話をさせてください。なかなか活字を本を読
むという行動に出ない自分がおります。目が悪くなり老
眼が入った現在は、なおさらの事です。
　先日、東京で2泊とらないといけない事があり、長い
夜をどう過ごそうかと暇つぶしに書店に入りました。
「心が楽になる言葉、豊かになる言葉」という雑誌が
目につきました。成功者の事だろうと思い、私は楽なん
かになれないと否定しながらも心にゆとり無い私自身
に、心の癒しが欲しいとその雑誌を手にしておりまし
た。そして購入し、読みながら思い出したのが「抜萃の
つづり」の小冊子の事でした。正直、すべてを読んだ
事はなかったのですが、幾つか項目ごとに珠玉のエッ
セイ、コラムが抜萃されて紹介されており、読み応えの
あるものと思いました。
　皆様は読んでおられますか。正しいとか正解とかで
なく、いろいろな人生がありいろいろな考え方があると
いう事。共感したり、否定したりと、面白く読む事が出

来ました。「言葉」「エッセイ」はすごいですね!本当に
勇気を頂きました。でも、私の一番の活力剤は、ここに
立ち皆様に挨拶をしながら皆様のお顔を見る事です。
　皆様のその笑顔にお答え出来る自分でありますよう
にと気持ちに「活」を混入出来ます。今後ともよろしく
お願いいたします。

会　長　報　告

１．	第8回理事会が2月6日(月)に開催されましたので報
告をいたします。

　①　会計報告　異議なし
　②　新入会員の委員会所属について

丸木会員：公共イメージ向上委員会
谷川会員：親睦委員会
森　会員：社会奉仕委員会

　③　新型コロナ、5類に移行後の例会開催について
政府の意向に合わせ、状況に応じながら対応し
ていく

　④　周西南中学校区(周西小・周西南中)コミュニ
ティ・スクール地域学校協働本部への寄付に
ついて、理事会にて協議しましたが決定に至
らず、3月の理事会までに、活動の詳細を確認
し、再協議し決定する

　⑤　退会会員、後任の新入会員について
倉繁会員2月末で異動により退会
後　任：溝本義史様(52歳)

三島光産(株)	執行役員	鉄鋼君津事業本部長
推薦者：山内会員

　⑥　パキスタン洪水救援基金について
本日例会にて募金箱を回しますのでよろしくお
願いします。

　⑦　その他　
次回理事会　3月6日(月)例会前　11時30分～
次回新理事会　
3月6日(月)例会終了後　13時30分～

２．	公益社団法人ロータリー米山記念奨学会より感謝
状が届いています。

第12回米山功労者　廣田二郎会員
第1回米山功労者　武田富士子会員



　 　
幹　事　報　告

大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．八重原中学校の生徒さんより講師の方へ御礼状
３．陶彩葉さんのマンスリーレポート
４．本日の卓話の資料

〈報　告〉
１．先週の幹事報告で木更津東RCの創立55周年

記念式典は、5月20日(土)に変更とお知らせしま
したが、5月13日(土)の開催との連絡がありまし
た。よろしくお願いいたします。なお、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。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．2023-2024年度ロータリー手帳の予約
４．第5グループ会員親睦ゴルフ大会の出欠につい

て
５．八重原中学校より出前教室のお礼

退会セレモニー
退会挨拶

倉繁　　裕会員

　皆さんこんにちは。私共の2
月末の株主総会にて後任者に
交替する事になりました。
　君津ロータリークラブに
2014年の入会以来9年間在籍
させて頂きましたが、会員の
皆様にはいろいろとお世話
になりありがとうございまし
た。厚く御礼を申上げます。
　君津には、1983年に旧新日鐡に入社以来、製鐡
所で仕事を始めてから今日に至るまで40年近くに

なりますが、その内、8年くらいの東京本社勤務を
除くと、30年あまり君津で仕事をしております。
その中で、地域の皆様と広くコンタクトさせて頂く
という意味では、君津ロータリークラブに入会して
以降が初めてであり、製鉄所が地域の皆様に支えら
れてこそ、存在している事が本当の意味で良く理解
できました。言ってみれば、日本の製造業が地域に
おける一体となったご支持を得てこそ、事業展開が
できている事、その優れた実態を改めまして認識で
きました。
　君津ロータリークラブでは、先般の出前授業をは
じめ、年末の忘年例会、秋の枝豆収穫祭など良き素
晴らしい多くの活動が脈々と継続されていますが、
それらの活動に皆様とご一緒に参画できました事、
今後とも長く心に残るものと思っています。会員と
して大変良き時間を過ごさせて頂きました。
　君津ロータリークラブそして皆様の益々のご発展
とご健勝をお祈り申し上げまして、簡単ながら退会
のご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございま
す。

委員会報告
職業奉仕委員会
「周西小学校の出前教室報告」

伊藤　　彰副委員長

　活動計画に則り会員の持つ職
業上の手腕を発揮し、地元企業
の活動が如何に社会に貢献して
いるかを地元の小中学校生へ伝
える「出前授業」を実施いたし
ました。
　12/8の周西中学校、1/25の八
重原中学校に続いて2/9には周
西小学校へ伺い、6学年を対象
として12講座を実施いたしました。
・米山奨学生ウニバトさんによる「留学生から見た日本

とモンゴルの相違点について」
・君津共同火力さんによる「電気をつくる仕事～わた

したちのくらしを支える電気～」
・テツゲンさんによる「製鉄所内のエコな仕事」
・光精工さんによる「金属コマを組み立てて回してみ

よう。お友達より長くまわせるかな。」
・日鉄テックスエンジさんによる「情報技術を使った設

計の仕事」
・新昭和さんによる「テーブルマナー＆美味しいステー

キの焼き方」
・山九さんによる「施工管理・現場監督の仕事(基本編)

「足場」を組み立ててみよう!!」



・協立工業さんによる「溶接でスクラップロボをつくろ
う!」

・福田水道さんによる「水の大切さと、最新トイレの節
水技術について」

・宮本組さんによる「情報通信技術と建設業」
・木信産業さんによる「クレーン車って何?」
・日本製鉄による「知ってそうで知らない？鉄のすご

さ!」
　本物のクレーンを操作したり、最新のトイレについ
て実験したり、3Dやドローンを学んだり、スクラップで
ロボットを製作したり、ステーキを焼いて学校中の皆さ
んの食欲を刺激したり、何れの講座も魅力的で創意工
夫されており、先生方からも地元企業の活動が生徒た
ちを含めた一般の方々が普通に生活する上で不可欠で
ある事がよく解ったとのコメントを頂きましたし、生徒
の皆さんからも多くの質問が出されたとお聞きしてお
り、生徒さんにとって良い刺激になったものと考えて
おります。
　最後になりますが3/6の例会において参加企業の講
師の皆さんから「出前授業」を紹介して頂く予定です
ので、会員の皆様にはご協力の程宜しくお願いいたし
ます。

外部卓話
国際奉仕委員会
「私の故郷」

君津市国際交流協会
張　　新民様

　私の故郷は中国浙江省です。
私は昔の故郷が大好きです。そ
こはとても素晴らしい所で、気
候が今住んでいる上総地域と驚
くほど似ているだけでなく、日本
の何千年もの歴史、文化、ビジ
ネスに深く関わっています。
　私は上総に5年間住んでいま
すが、雪が3回降った事がありま
す。これは浙江省とほぼ同じです。また、浙江省では
毎年一ヶ月以上雨が降ったり止んだりします。これは
子供の頃からよくある天気ですが、毎日傘を持って出
かけるので好きではありませんでした。浙江省と上総
地域にある梅雨の季節です。
　2019年10月の台風では11日間の停電と断水を経験し
ましたが、私が子供の頃に暮らしていた故郷では毎年
台風がありました。台風は大きい時も小さい時もありま
した。私の家は低い所にあったので、川が溢れた時は
家の階段の4～5段まで水に浸かった記憶があります。
　それから歴史、文化、経済でも日本との関係がとて

も深いです。言葉だけあって文字がなかった古い時代
でも、中国には日本についての記録があります。また、
中国から伝わってきた仏教と陽明学はいずれも日本文
化の重要な一部だと思いますが、天台宗の本家天台
山、王陽明の故郷も浙江省にあります。
　私が中国で大学生だった時、学生たちは中国全土
から来ていて、それぞれ自分の故郷の声がありました
が、その時学生たちから私のなまりが日本語に聞こえる
と言われました。
　そして、私の故郷浙江省も中国経済のモデル転換に
伴い、幾つかの大きな変化を経験しました。
　1990年以前の私が小学校や中学校に通っていた頃
は、空は青く、山は緑で、空気や水は澄んで綺麗で、
林の中で鳥が歌っていました。
　今の上総地域の風景が似ていて、まるで故郷に帰っ
てきたような気がして、色々な事が浮かんできます。
　90年代から浙江省は経済が高度発展期に入り、故郷
には雨後の筍のように小さなメーカーができました。
　靴作り、ポンプ作り、製薬などの工場がいたるところ
にあり、環境もひどく汚染されていました。空気は濁り
川では泳げません。癌患者もとても多かったです。
　2000年代から浙江省政府は、「五水共治」を重点と
した環境管理を展開しています。汚水の管理、洪水の
防止、排水路、給水路の確保、節水という五つの治水
事業です。
　今、私の故郷の環境状況は、これ以上悪化する気配
はありませんが、昔の山水の風景には戻りません。
　今住んでいる上総地域で外を歩いていると、太陽を
浴びて涼しい風に吹かれて、まるで90年代以前の故郷
に帰ってきたような気がします。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 今般、自然災害が多発しています。
昨年のパキスタン洪水、先日のトル
コ地震と報道されていました。日本
においても多くの地震と大雨、豪雨
による河川の氾濫などが起きていま
す。何が原因なのでしょうか。私
たちには防ぎようが無いのでしょ
うか。出来ることから始めましょ
う!!その出来る事とは何なのでしょ
うか?本日はご支援から始めましょ
う。よろしくです。

大川　裕士	 君津市国際交流協会事務長石川昭一
様、卓話を頂きました張新民様、倉
繁会員の後任溝本義史様、ご来訪あ
りがとうございます。倉繁様永きに
渡り、クラブの為クラブ活動にご奉
仕頂きましてありがとうございまし



た。健康に留意され今後益々のご活
躍をお祈りいたします。1958年戌
年に栄えあれ!

大浦　芳弘	 いよいよマスクを外せる機会も出て
くるようですね。引き続き、withコ
ロナの中でのロータリー活動に注力
します。

福田　順也	 倉繁会員、長い間、大変お世話にな
りありがとうございました。

倉繁　　裕	 入会から9年間の間、想定外の大き
な変化点事象として、2020年から
の新型コロナウイルス、昨年からの
ロシアのウクライナ侵攻があります
が、今後も世界的に影響を及ぼす変
化があり得ると想定されます。変化
への柔軟な対応を、日本が世界の中
で、リードしていく事を願っていま
す。

溝本　義史	 初参加させて頂きました。よろしく
お願いいたします。三島興産の溝本
です。

大森　俊介	 張さん卓話ありがとうございまし
た。倉繁会員、大変お世話になりま
した。今後お時間があれば遊びに来
てください。

山内　雅夫	 寒暖差が大きく、体調の管理が大変
ですが、雨が降る毎に春の暖かさも
増していく事でしょう。ロータリー
活動も進めていきたいと思います。

谷川　有司	 まだまだ慣れませんがよろしくお願
いします。

佐々木昭博	 倉繁会員、長きに渡りロータリー活
動お疲れ様でした。退会は残念です
が、また遊びに来てください。君津
市国際交流協会の石川様、張様、卓
話ありがとうございました。

江藤　　隆	 倉繁会員、お世話になりました。溝
本会員、これからよろしくお願いし
ます。週末に腰を痛めてしまい、ズ
キズキとした痛みが続いています。
時節柄、皆様もご用心ください。

平野　寛明	 君津市国際交流協会	張新民様、卓
話ありがとうございました。

谷　　浩司	 出前教室に参加させて頂きました。
子供たちが真剣にウニバト先生の話
を聞いていて楽しかったです。やは
りモンゴルの文字に関しては鉄板で
す。

大森　敏隆	 張様、外部卓話ありがとうございま
した。寒暖の差が大きくなってきま

した。体調にはお気を付けくださ
い。あと、3月13日よりマスク着用
が個人判断になります。難しいです
ね。

藤田　章博	 君津市国際交流協会	張様、外部卓
話ありがとうございました!先週、
出前教室に参加した皆様、お疲れ様
でした!!

宮嵜　　慎	 倉繁さん、いろいろとお世話になり
ありがとうございました。新天地で
のご活躍をお祈り申し上げます。

髙橋　雄一	 お世話になります!!今日は少し感じ
を変えてみました。お口に合えばと
思っております。

福島　大介	 張様、貴重な卓話ありがとうござい
ました。

吉野　和弘	 大当たりです。ありがとうございま
す。

安田　　学	 張様、外部卓話ありがとうございま
した。

隈元　雅博	 君津市国際交流協会事務局長	石川
昭一様、張新民様、三島興産(株)執
行委員	鉄銅君津事業本部長	滝本義
史様、リアさん、ようこそ君津RC
の例会へお越しくださりありがとう
ございます。今この時にも、世界で
はトルコ・シリアの地震災害の救出
活動やロシアによるウクライナ侵攻
など様々な災害や戦争が起きていま
す。RCの我々ができる地域貢献と
世界平和活動を頑張ってまいりま
しょう!

黒岩　靖之	 今週末の土日に第46回RYLAセミ
ナーが開催されます。参加されます
皆様、よろしくお願いします。倉繁
様、永い間お世話になりました。溝
本様、これからよろしくお願いしま
す。

藤代　公成	 倉繁会員、色々お世話になりまし
た。またお会いできる事を楽しみに
しております。

伊藤　　彰	 倉繁会員、長い間お疲れ様でした。
溝本さん、今後もよろしくお願いし
ます。

内山貴美子	 張様、本日は卓話ありがとうござい
ました。リアさんお久し振りです。
来週はライラを宜しくお願いしま
す。

小幡　　倖	 倉繁さん、長い間ロータリー活動に
ご協力頂きありがとうございまし



た。多くのシーンが思い出されま
す。感謝!!張新民様、本日はありが
とうございました。中国と日本は昔
から沢山の繋がりがあり、今後も仲
良くお付き合いが出来る様念じてい
ます。

松浦　広樹	 君津市国際交流協会	張新民様、卓
話ありがとうございます。

秋元　政寛	 リアちゃん元気そうで良かったで
す。郷ひろみスペシャルディナー
ショー「オンラインが～」悩みます
ね(笑)

森　　敏弘	 先週の八重原中学校出前教室、会員
の皆様お疲れ様でした。

秋山　大輔	 倉繁会員、今まで大変お世話になり
ました。新天地での益々のご活躍を
心よりお祈り申し上げます。

秋元　直樹	 張様、貴重なお話ありがとうござい
ました。倉繁会員、長い間大変お世
話になりました。体にどうぞご自愛
くださいませ。



八重原中学校出前教室（R5.1.25）

①秋山会員
『金属コマを組み立てて回してみよう。お友達より
長くまわせるかな』

②原田会員
『電気をつくる仕事』

③早見会員
『テーブルマナー＆美味しいステーキの焼き方』

④小関会員
『知ってそうで知らない ? 鉄のすごさ !』



⑤高島会員
『製鉄所内エコな仕事』

⑥常住会員
『情報技術を使った設計の仕事』

⑦藤田会員
『施工管理・現場監督の仕事〜 ( 基本編 ) 足場を組
み立てよう』

⑧ウニバト君
『留学生から見た日本とモンゴルの相違点について』



⑨中野会員
『溶接でスクラブロボを作ろう』

⑩黒岩会員
『クレーン車って何 ?』

⑪宮本会員
『情報通信技術と建設業』

⑫福田会員
『水の大切さと、最新トイレの節水技術について』



⑬福田会長エレクト
『全体式にて挨拶』


