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会　長　挨　拶
武田　富士子 会長

　23日の木更津ロ－タリ－クラブ70周年記念式典に参
加してきました。私達、君津ロ－タリ－クラブの親クラ
ブの70年の歴史の重さを感じました。記念講演で木更
津・君津・富津・袖ケ浦・各市長さんが自分達の市の
ピーア－ルをし、自然豊かな地形・その自然を活かす
取り組みをしていることや、人口減少対策・教育問題
等各市とも色々な取り組みをしていることを聞くことが
できました。とても有意義な講演会でした。4市が持つ
問題点はありますが、4市が連携を取りながら活力ある
市へと導く為に取り組んでいたことを再確認したり、4
市の新たな魅力を感じたりしました。
【ロ－タリ－の10徳】
　①交流が広がる
　②常識が広がる
　③行儀がよくなる
　④朗らかになる
　⑤社交的になる
　⑥顔に品がでてくる
　⑦几帳面になる
　⑧話題が豊富になる
　⑨健康になる
　⑩家族が喜ぶ
とあります。ロ－タリ－のイベントや講演は時間が許さ
れるなら積極的にご参加下さい。この10徳以上の徳が
得られると自負しています。

会　長　報　告

１．	2月18日(土)東京ベイプラザホテルにて第5グループ
IMが開催されました。当クラブからは7名の会員が
出席してきました。皆様お疲れ様でした。後程、福
田会長エレクトより報告をお願いいたします。

２．	2月18日(土)、19日(日)一泊二日にて、第46回地区
RYLAセミナーが岩井海岸にて開催されました。
当クラブからは実行委員として黒岩会員、内藤会
員、参加ロータリアンとして谷会員、藤田会員、木
内会員、青少年交換留学生のリア・ロハン・グル
ジャールさん、木信産業㈱から松本様、タニイチ塗
料㈱から榊原様が参加しました。参加された皆様
には、3月13日(月)の例会にて感想を発表して頂き
ますので宜しくお願いいたします。詳細は事務局
より別途お知らせいたします。

３．	2月23日(木)に、木更津RCの創立70周年記念式典
がかずさアカデミアホールにて開催されました。当
クラブからは13名が出席しました。お疲れ様でし
た。

４．	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6回米山功労者　鈴木荘一会員



幹　事　報　告
大川　裕士 幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西小学校の写真(講師の方のみ)
３．ロータリーの友(2月号)

〈報　告〉
１．3月4日(土)地区環境セミナーが開催されます。

　場所：三井ガーデンホテル(平安の間)
　時間：点鐘(14：00)、受付(12：30～)
　出席：大川幹事、秋元ゆかり会員
宜しくお願いいたします。

２．次週3月6日(月)に例会前11時より入会説明会が開
　催されます。出席者は、会長・幹事・R情報委員会・
　推薦者・入会者・事務局です。

また、11時30分より第9回理事会が開催されます。
理事の方はご出席下さい。例会終了後、13時30分よ
り新理事会が開催されます。新理事の方は、ご出席
下さい。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．第5グループ会員親睦ゴルフ大会の出欠について
４．茂原中央RC創立30周年記念式典の案内
５．君津市国際交流協会(日本語委員会)のみんなの文
　		集

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友2月号紹介

馬場　孝弘 会員

◆横書きP6
　皆さんご存知の方が多いと
思われますが、2月23日(木)は
ロータリー創立記念日です。
1905年にロータリー創立者
ポール・ハリス氏が友人3人と
初めて会合を開いた日です。
【ポール・ハリス氏の言葉】
　文明の栄枯盛衰は、人間の
思慮の有無によって決まります。人類または国家の
できる最大のことは、個人または国家の考慮を促す
ことです。
◆P5
【ジェニファー・ジョーンズRI会長のメッセージ】

　「女児のエンパワメントは、公平性以上のことを
つくりだす」ウガンダのナキバレ難民居住地での対
話・体験談を踏まえ色々な投げかけがありました。
色々な取組等ありましたが、ここでは時間の関係で
割愛させて頂きます。
　ロータリーは大躍進の時代を迎えており、世界中
で注目されています。女児や女性のポテンシャルが
最大限発揮できるようにロータリーが活躍していけ
たら、私達ロータリーはポジティブで持続的な変化
を生み出す為の会員増強となり強力なパートナー
シップへの新しい道筋を切り開くことができます。
◆P8～19
【平和構築と紛争予防月間】
・写真家	千葉康由氏
「1枚の写真を前に、人々は何を感じ、考えるか」
　報道写真家としての使命と背景にある思いを聞
き、私達はこれらの写真を前に平和、そして報道の
あり方をどのように受け止め、考えるだろうか。
　ロシアによるウクライナ侵攻・エチオピア内戦・
ルワンダ	ジェノサイド	の写真記載がありました。
ロシアがウクライナに攻め込むとは考えてもみませ
んでしたし、長期化するとも思いませんでした。写
真はウクライナの女性兵士でしたが、ロシア側では
どうなのだろう?等色々なことを考えさせられるも
のでした。
　写真はありませんが、「ハゲワシと少女」のこと
は印象に残っています。大きな批判もありますが、
世の中の関心を引き、支援に繋げ状況を改善してい
くことがメディアの一つの役割だと書かれていま
す。どう考え理解し、行動に移せるか考えていきた
いと思います。
◆縦書きP4～7
・安齋	隆氏
「人との出会い　他者の為に生きる」
　企業のトップから大学の理事長になられても、お
客様の為から学生の為と対象は変わったが他者の為
に生きることは変えられなかったそうです。
　「生まれは宿命そのもの」「人の為、他者の為に
なるかどうか?」が気になったキーワードです。
　人生における人との出会いには、宿命的なものと
自分の選択で出会うものと二つがあります。「他者
の為に生きる、自分の為には働かない。」は
ロータリーの理念にも含まれております。今一層考
えていきたいと思います。
　また、ロータリーでの出会いは「選択」なのか
「宿命」なのか考えてみたいと思います。



委員会報告
「IMの報告」

福田　順也 会長エレクト

　皆様こんにちは。2月18日(土)
東京ベイプラザホテルにおい
て、木更津RC主催で2790地区
第5グループのインターシティー
ミーティング(通称IM)が開催さ
れました。14:00、平野弘和ガバ
ナー補佐幹事による開会の言葉
により開会いたしました。
　まずは、木更津RC梶ガバナー
補佐より主催者挨拶、その後当クラブの鈴木直前ガバ
ナー補佐への感謝状贈呈、鈴木直前ガバナー補佐挨拶
となり、柳生好晴RI会長代理の講演が始まりました。
　柳生RI会長は石川県野々市RCの所属で、昭和26年
生まれの71才、金沢市を中心に13校の学習塾の塾長を
されております。2018年には、クレド石川というNPO
法人を立ち上げ、学習塾に通いたくても経済的な理由
等により通えない児童に対して学校外時間での学習指
導に関する事業を行い、地域の学力の底上げを図り学
力による格差の是正と地域活性化に貢献されておりま
す。
　講演の最後に、野々市RCのチャーターメンバーであ
るお寺のご住職のお言葉だそうですが、「本日の講演
の内容は忘れてしまっても時間を惜しんで参加した事
実は残る」とお締めになり、講演を終了されました。
　講演の内容はすごく興味深いので、パワーポイント
の資料を頂戴しました。22日に事務局よりメールをし
てありますので是非、ご一読下さい。
　以上、報告とさせて頂きます。ありがとうございまし
た。

会員卓話
親睦委員会
「ロータリアン1年生がお届けするお金の小学校　
　　～貯蓄から投資へ～」

安田　学 会員

　昨年の4月より高校の家庭科
の授業でも資産形成の為の投資
の教育が始まりました。
　また、来年からは新NISAも始
まり、ますます貯蓄から投資へ
の動きが活発となります。これ
まで日本は貯蓄が美徳とされて

きましたが、投資をしっかり理解するのが人生100年時
代には大事になってきます。

●老後2,000万問題
　金融審議会市場ワーキンググループの報告書には、
老後に月54,519円不足×12か月×30年=約1,963万不足
すると発表がありました。2,000万を65歳までに貯める
には、40歳の方で月々48,000円、50歳で111,000円貯め
ないと間に合いません。この金額を貯めるのは、本当
に大変なことだと思います。

●72の法則ご存じですか?
　72÷金利で割ると、2倍になるのが何年かかるかわ
かります。例えば、元本100万円が金利6%なら、72÷
6=12年で倍の200万になります。現在の普通預金金利
は、0.001％です。倍になるまで72,000年かかります。
途方もない年数がかかります。

●金利には2種類あります。
　単利と複利です。単利とは、元本だけに利息がつく
もの。複利とは、元本だけでなく利息にも利息がつきま
す。長い年月だと、元本の増え方にかなりの差が出ま
すので、お金を貯めるなら絶対に複利で貯めるのがお
勧めです。

●インフレについて
　国が目指している2％のインフレが継続した場合、現
在100万円の価値は、30年後には55万円になってしま
います。お金を増やすなら最低でも2％以上で増やさな
いと目減りしてしまいます。

●人口の推移
　日本の人口は、2004年をピークに減少の一途です。
世界の人口は、今後も増え続けています。人口に連動
するGDPも増えていきます。世界のGDP成長に伴い、
世界の株式市場も成長しています。

●投資についてのまとめ
　①長期投資
　②積立投資
　③分散投資
　3つのルールを守りましょう!ご清聴ありがとうござい
ました。



ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 昨日、娘の引越しの手伝いで東京行
きでした。アクアラインの下り線が
大渋滞でした。現在もコロナの継続
感染があり、インフルエンザの流行
もある中でも観光等で多くの方が千
葉へ来てくれているのだと感謝です
ね。お花が綺麗な季節となり、楽し
みが増えました。自然豊かな君津で
す。皆様も楽しんで下さい。

大川　裕士	 2月18日第5グループIMに参加され
ました会員の皆様、2月18～19日、
第46回地区RYLAセミナーに参加さ
れました会員の皆様、会員企業の皆
様、リアさん、2月23日木更津RC創
立70周年記念式典に参加されまし
た会員の皆様、お疲れ様でした。ま
た、ありがとうございました。

秋元　直樹	 馬場会員、ロータリーの友の紹介、
安田会員、会員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。安田会員、貴重な
卓話をありがとうございました。お
勉強になりました。

秋山　大輔	 安田会員、貴重な卓話をありがとう
ございました。

内山貴美子	 IMとRYLAに参加されました皆
様、お疲れ様でした。

大浦　芳弘	 23日に開催の木更津RCの70周年記
念式典に参加してまいりました。メ
インプログラムは、近隣四市市長に
よるパネルディスカッションでした
が、各市長から現在取り組んでいる
ことや今後取り組んでいこうと考え
ていること等について、熱のこもっ
たお話をお伺いすることができ、
なかなかに良い式典だったと思いま
す。もう2月も終わり、次週になれ
ば春日和の日が続くとの予報も出て
おり、マスクを外して屋外での行楽
もいい季節になりそうですね。

大森　俊介	 安田会員、卓話ありがとうございま
した。今年もあっという間に2ヶ月
が過ぎようとしています。月日が経
つ早さに置いていかれない様、頑張
ります。

隈元　雅博	 安田会員、素晴らしい卓話をありが
とうございました。これからも共に
ロータリー活動を頑張りましょう!

黒岩　靖之	 2月23～25日、君津商工会議所国際
交流委員会主催の沖縄視察研修に参
加しました。初日の23日に立ち寄っ
た染物屋「首里流染」の社長(大城
裕美)さんが第2580地区浦添RCの会
員であり、また地区青少年交流委員
会委員でもあり、偶々2月23～25日
は地区RYLAセミナーの開催で直前
まで会場設営をしていたとのことで
す。私としては先週RYLAセミナー
を開催したばかりであり、また今交
換留学生のホストファミリーでもあ
り、非常に親近感が湧きました。
翌日24日が例会日だったのでメー
キャップへ行きたいと伝えました
が、残念ながら休会日でありメー
キャップはできませんでした。ま
た機会があれば浦添RCに是非メー
キャップに行きたいと思っていま
す。

小関　常雄	 福田会長エレクト、IMお疲れ様で
した。安田様、卓話ありがとうござ
いました。

坂本　直樹	 安田会員、本日は貴重なお話をあり
がとうございました。今後の参考に
させて頂きます。

茂田　秀和	 今期2回目(?)の席替え大当たり!!ヤッ
ター!!

佐々木昭博	 君津商工会議所の研修旅行で沖縄に
行って来ました。平和祈念公園にて
沖縄戦での死者数20万人の名前が彫
られた石碑を見て、改めて世界平和
の大切さを感じました。ロシア、ウ
クライナ戦争での死者も20万人を超
えたとの情報もあります。早期終戦
を願います。

篠塚　知美	 安田さん、貴重な卓話、ありがとう
ございました。

鈴木　荘一	 2月18日のIMで感謝状を頂きまし
た。皆様のご協力に改めて感謝申し
上げます。

髙橋　雄一	 お世話になります!!だんだん暖かく
なってきました。皆様、体調に気を
付けてご自愛下さい。

谷　　浩司	 初めてウォークラリーに参加させて
頂きました。ローターアクトや参加
者のエネルギーに触れることができ
て大変為になりました。良い運動に
もなりました。後日、参加させて頂
いた社員からの報告をいたします。



常住　賢二	 花粉症の方は辛い季節がやってきま
したね。私も一昨年、くしゃみ･鼻
水に悩まされアレルギーの検査をし
ましたが、花粉アレルギーは無く、
犬･猫アレルギーでした。6年も猫を
飼っているのにビックリしました。

中野　賢二	 本日は、この後ワクチン4回目の接
種です。私はどちらかというと「ワ
クチン反対派」なので、社員には強
制しておりませんが、現場に行けな
くなってしまうので仕方なく打って
きます。副反応が出ても気付かない
タイプなので、恐ろしくはありませ
ん。頑張ります。

永嶌　嘉嗣	 今日も富士山が綺麗でした。でも、
このことになるといつも富士の後に
小さな子をつけて自分の励みにして
いるというロータリー会長の話が思
い出されて笑ってしまいます。大丈
夫、富士子さんも綺麗ですよ。

野中慎太郎	 安田さん、卓話ありがとうございま
した。投資について国内でもっと若
い世代が認識を高めると金融マー
ケットも変わっていくと思います。

馬場　孝弘	 安田会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

早見　秀一	 周西小の出前教室、写真をありがと
うございます。

平野　寛明	 安田会員卓話!大変勉強になりまし
た。

廣田　二郎	 周西小の出前教室の記念写真頂きま
した。

福島　大介	 安田会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。投資ができる様に、仕
事頑張ります。

福田　順也	 安田会員、卓話どうもありがとうご
ざいました。

藤代　公成	 安田会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

藤田　章博	 馬場会員、ロータリーの友紹介あり
がとうございました!安田会員、会
員卓話ありがとうございました!木
更津ロータリークラブ70周年記念式
典に参加された会員の皆様、お疲れ
様でした!!

宮本　茂一	 出前教室の写真頂きました。ありが
とうございます。

森　　敏広	 入会して2ヶ月が経ちます。まだま
だわからないことだらけですが宜し
くお願いいたします。

安田　　学	 木更津RC70周年式典に出席した
方々、お疲れ様でした。

山内　雅夫	 自宅の庭の物置を新しい物に入れ替
える工事を本日から実施していま
す。昨日、物置を空にする為に中身
を取り出していたのですが、30年前
から全く使っていない材料や道具が
出てきて驚きの一日でした。断捨離
は重要ですね。

谷川　有司	 初のニコニコボックスの発表でした
が、会員様の書かれたコメントを音
読することは大変で緊張しました。
お聞き取り苦しい点もあったかと思
います。これを機に、人前で話すこ
とにも慣れていきたいと思っており
ます。今後共、宜しくお願い申し上
げます。


