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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　先週は袖ケ浦ロータリークラブ例会出席のため、
欠席させていただきました。倉繁副会長どうもあり
がとうございました。親睦会に長く出席できなかっ
たことが返す返すも残念です。ですがこれで富津
シテｲロータリークラブ、富津中央ロータリークラ
ブ、木更津東ロータリークラブ、袖ケ浦ロータリー
クラブと4つのクラブにメーキャップしたことにな
ります。できれば会長を務めている間に他のクラブ
にもご挨拶に伺いたいと思いますが、当面予定はな
いのでこれまでのところを総括させていただきま
す。私としてはまず4クラブが私を非常に歓迎し、
熱くもてなしてくださったこと、私が大変感激して
いることを皆様にご報告いたします。当クラブの会
長を務めてはおりますが、何分にも世間知らずで、
自分の職業以外のことに関して知識経験の少ない私
です。きっと他人から見れば失礼なふるまい、言動
もあったと思います。ですが皆さまロータリアンの
おおらかさ、懐の深さで、きっと私に気遣ってはい
たのでしょうが、そのことすら私に気づかせないほ
どでした。ロータリークラブの押し付けがましくな
いこと、他のロータリアンに対して寛容であるこ
と、これがロータリークラブという組織の優秀さを
示しているものであり、私が今日までロータリアン

を続けてこられたことの最大の要因であると思いま
す。皆さん、それこそ「それでこそロータリー」に
ある通り、他のロータリアンに対していつもあたた
かい目で見守り、親睦を心がけましょう。そしてそ
れを見ず知らずのロータリアンまで広げましょう。
それが行く行くは会員増強にもつながり、私たち自
身の発展にもつながると思うからです。そしてロー
タリアンであるならばいつもそれにふさわしいと思
われるようにふるまうように心がけましょう。そう
することでますますロータリークラブという組織が
洗練されていくと思うからです。ロータリークラブ
がロータリアンにとってますます快適なものとなる
ように一人一人は自覚をもって努力しましょう。そ
うすれば君津クラブはきっとビッグクラブになりま
す。以上本日の会長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．3月24日(土)成田ビューホテルにて、第２回会
長エレクトセミナーが開催され内山会長エレクト
が出席されました。お疲れ様でした。
　　次週、次年度タイムにて報告をお願い致します。

幹　事　報　告
武田富士子副幹事

〈報　告〉
１．本日3月25日(月)かずさ市民応援団総会・懇親
会が開催されます。
　　場所：ハミルトンホテル上総
　　時間：18時30分～　　
　　出席：岡野幹事

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報　　　　　　　　　　　　　
２．第５グループ週報
３．第５グループ親睦ゴルフ大会の出欠の案内
４．明治神宮清掃奉仕の出欠の案内
５．第47回ローターアクト年次大会の出欠の案内
６．第７回親睦麻雀大会成績
７．ザ・ロータリアン(英語版)



〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西小学校出前教室お礼状

メインプログラム
青少年奉仕委員会
ＲＹＬＡセミナー報告

佐々木昭博委員長　
　先日2月2日と3日、一泊二日
で、第42回ＲＹＬＡセミナー
に実行委員として参加してま
いりました。当クラブからは
実行委員として宮嵜会員、平
野会員、福田会員、村上会員
と当クラブＯＢの阿部昭広元
会員、そして参加青年として
玄々堂さんから1名、徳山ビル
サービスさんから2名、弊社から1名と参加ロータ
リアンとして内藤会員に参加して頂きました。また
開講式と閉講式には吉野ガバナー補佐も駆けつけて
頂きました。セミナーは黒岩実行委員長の元、鋸南
町岩井海岸を舞台に今年も2790地区恒例の歩行ラ
リーを教材にし、年齢、性別、職業、国籍も様々な
初対面の人達が寝食を共にして、共に考え、共に行
動し、共に議論し、共に検証するといった一連の流
れの中で、先入観や固定観念から起こしてしまう間
違いに気づき、対応を検討、実施し、問題解決を目
指しました。初日の不安に満ちた顔は、二日目の閉
講式の時には自信に満ち溢れており、仲間達との別
れを惜しむ青少年達の姿を見て、チームワークや思
いやり・リーダーシップの大切さに気づくきっかけ
が作れたのではないかと思います。またこの様な
ロータリーの取り組みが青少年達の心に残ってくれ
ることで、ロータリーへの興味をもって頂き、将来
のロータリアン誕生へ繋がっていくと思いますの
で、毎年100名近い青少年達への重要な種まき活動
だとも感じました。まだＲＹＬＡに参加された事の
ない方、ＲＹＬＡとは何をやっているんだ？と疑問
をお持ちの方は、百聞は一見にしかず、是非ご参加
して頂ければと思います。

玄々堂君津病院　
　森　脩人様　

　今回、第42回RYLAセミナーに参加して、改めて
自分を見つめ直すことができました。参加する前は
初めての参加したので不安を感じていました。開講
式が終わり、各グループに分かれたところ、私はそ
こでリーダーを務めることとなりました。ウォーク
ラリー自体も私は未経験でしたためか、一日目は
ゴールできずにリタイアし悔しい思いをしました。

二日目は、その一日目のこと
を反省し、より積極的にグ
ループの仲間たちと意見を交
換するようにしました。一日
目の経験を生かすことができ
たのか、無事にゴールするこ
とができました。今まではあ
まり人をまとめて意見を交換
した経験が少なかったため、
今回はとてもいい経験となりました。今回このセミ
ナーに参加した経験を生かし、今後の病院業務に生
かしていきたいと思います。

㈱アドマスター　
　乃村直樹様　

　みなさん初めまして。
　第42回RYLAセミナーに参
加させて頂いたアドマスター
の乃村と申します。
　まず初めに、２日間の貴重
な体験とこのような発表の機
会を設けて頂いたことに感謝
申し上げます。本当にありが
とうございました。
　２日間を通して普段の仕事ではなかなか得られな
い経験ができ、とても勉強になりましたので発表さ
せて頂きます。
　私が得た貴重な経験は大きく分けて２つあります。
　それは、ウォークラリーと共同生活です。
　実は私、仕事を離れると外出と会話を嫌う超引き
こもりなのです。
　休日声を発さずに休み明けには喉が枯れることも
しばしばあります。
　ですので最初にセミナーの話しを聞いた時、絶対
に無理だと思いました。
　が、セミナーの存在を知った時には申し込みが完
了しておりました。
　正直なところあまり前向きな参加ではありません
でしたが、参加してみたらとても楽しくもう少し若
ければまた参加したいとさえ思いました。
　セミナー当日、内藤会員の車に乗せて頂き現地に
向かいましたが道中内藤会員から、冗談を交えた話
を色々として頂き緊張がほぐれたのをよく覚えてい
ます。
　開講式を終え、各班に分かれて話し合いを行い明
るそうという事でリーダーとなりました。
　しかし、２日間を通してリーダーらしい事はあま
りできず、同グループに2回目のセミナー参加で前
回リーダーを務めていた方がいて、その方にうまく
グループをまとめて頂いておりました。



　ウォークラリーの初日はコマ図の読み方がよくわ
からず、時間切れとなりました。
　さらにＣＰ通過時間を記入するというルールも理
解していなかった為、最大の減点となってしましま
した。
　その後の各チームの発表・2回目に向けての対策
の話し合いでは、周りの皆さんの視野の広さに驚
き、コマ図の読み方などに対する解釈も自分には思
いも付かなかった多彩な意見がありとても面白かっ
たです。
　しっかり対策を整えて迎えた２日目は、かなりス
ムーズに進められましたが最後の分岐を反対に曲
がってしまい残念ながら1位とはいきませんでした。
　初日とは違い、悩む時間の替わりに景色の良さに
気づいたりお互いの仕事や趣味の話しをする余裕も
あり、準備や計画性の大切さを実感しました。
これは仕事に置き換えても非常に重要なことだと思
います。
　ただただ業務を行うだけではなく、綿密な計画を
練れば、２日目に海の綺麗さに気付いたあの余裕を
仕事でも作り出す事ができ、視野も広がり、より効
率的な手法を生み出せると思います。
　セミナー参加者のみなさんと2日間寝食を共にし
て自分自身のだらしなさを実感致しました。
とても恥ずかしい話ばかりですので具体例は伏せさ
せていただきたいと思いますが、最後に同部屋の方
への御礼だけ伝えたいと思います。
　「食器と布団片付けて頂いて本当にありがとうご
ざいました。今後は起きたり食べたりしたらすぐに
片づけます。」
　以上となります。ありがとうございました。

株式会社徳山ビルサービス　関東支店　
　中原涼輔様　

　今回二日間の歩行ラリーに
初めて参加させて頂きました。
　歩行ラリーに参加すること
が決まった時、歩行ラリーの
ルールや他参加者がどんな方
がいるのかが分からず、事前
に歩行ラリーのルールや内容
以外のことを聞き、コミュニ
ケーションが取れるのかなど
不安があり、正直嫌だなという思いがありました。
当日参加者と顔を合わせ、ルール説明を受け、歩行
ラリーのペアが発表され留学生の子になり不安が増
しましたが、以前に何回か参加したことがある方が
いて少し安心しました。
　歩行ラリー前の話し合いをし一日目のラリーが始
まり、スタートした直後からコマ図の見方が分から

なくなり迷っていました。
　一日目は三人で組んでいて、一緒に組んだ方が積
極的にコミュニケーションを取ろうとしてくださ
り、ラリーを進めやすくなりとても助かりました。
　一日目の結果内容としては、スタート前の話し合い
で決めていたことなどが迷ったり、焦ったりして出来
ませんでした。そして一番大事なチェックポイントを
見逃し最後までいかずゴール出来ませんでした。
　一日目が終わり反省などをして二日目が始まりま
した。
　二日目は、留学生の子と二人になり、不安でした
が、留学生の子がよく周りを見たりしてくれ自分も
言葉が分からないなりにジェスチャーや知っている
単語などを使い何とかコミュニケーションが取れま
した。
　結果は一日目と打って変わり、ペアで二位にな
り、向上率で一位になりました。
　二日間を通し、コミュニケーションの大切さなど
沢山のことが学べて、とても貴重な体験が出来、楽
しむことが出来ました。

株式会社徳山ビルサービス　関東支店　
　鬼頭将紀様　

　今回二日間の歩行ラリーに
初めて参加しました。
　歩行ラリーというものをし
たことが無く、ルールが分か
らず、初対面の方と組んでコ
ミュニケーションが取れるか
不安ばかりでした。
　しかし、一緒になったチー
ムの方とラリーに向けて作戦
等を考えたり、話し合ったりしているうちに、次第
にコミュニケーションが取れるようになりました。
　実際に歩行ラリーを始めてみると一日目は一緒に
組んだメンバーと共に話し合いながらコマ図通りに
進みましたが、初めのチェックポイントを通過出来
ていなく、全ての点数が反映されずとても悔しい思
いをしました。
　二日目を成功させるにはどうしたらよいかメン
バーと話し合い、一日目の反省を生かして、点数を
取ることが出来ました。高得点を取ることは出来ま
せんでしたが、メンバーと一緒に話し合いながらと
もに一つの目標を達成できたという達成感が得られ
ました。
　歩行ラリー以外でもレクや食事を通して沢山の
方々と交流が出来て貴重な体験ができて本当に良
かったと思います。
　またこのような機会があれば、ぜひ参加したいと
思います。



内藤智介会員　
　先月の２月２日から３日に
かけてRYLAセミナー参加に
参加してきました。
　RYLAとは？ロータリアン
と青少年がセミナーを通じて
寝食を共にし、共に考え、共
に協議し、共に検証と心のふ
れあいを通して青少年の知恵
とリーダーシップの育成を図
るプログラムです。
　具体的な内容は歩行ラリーを行いながら真実とは
何か？事実とは何か？を問いかけ、これまでの生活
の中で培った先入観、思い込み、既成概念が多くの
間違いを犯すことを実証しありのままに感じ正しい
判断力と行動力の醸成を導いています。
　私自身、今回で3回目の参加ですが回数を重ねる
ごとに先入観や思い込みが強くなり多くの失敗を積
み重ねて、真実を捉える事の難しさを痛感しており
ます。
　以前から薄々感じていたのですが、歩行ラリーは
競技の特性として先入観や思い込みの少ない青少年
の方が有利ではないかと？懸念しておりました。
　実際に歩行ラリーが進む中、不安していた通りの
結果と一緒に参加した青少年の皆さんの素直な心と
躍動感の溢れる好奇心を目の当たりにして自分の
失った若さの喪失感と共に若い青少年の逞しさと今
後の活躍を期待しています。
　このことからRYLAは青少年育成に乗じてロータ
リアンが青少年に触発され新しい時代への適応力を
高める為のプログラムでもあると今は思います。
　今後は教えを請う立場として認識を改めて来年度
の地区のRYLA委員に取組みたいと思います。
　以上報告を終わります。今回も参加させて頂きあ
りがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 今、体からアルコールを抜いていま

す。習慣性飲酒から抜け出したいと
思っています。

岡野　　祐	 本日、娘が春休みなので２人で旅行
に行ってる為お休みです。２人で旅
行なんて最初で最後のような気がし
ますが嬉しいです。かずさマジック
の壮行会には帰ってきます。武田さ
ん、今日はありがとうございます。

倉繁　　裕	 本日、かずさマジックの総会が予定
されています。本年こそ、東京、大
阪、ダブルドーム出場を2013年と同
様に、実現して欲しいところです。

内山貴美子	 昨日、会長エレクトセミナー（第２
回）に参加してまいりました。皆
様、これからご協力宜しくお願いし
ます。

秋元ゆかり	 今年は花粉症がひどく、薬も効かず
３回薬を変えました。花粉に負けな
いよう、免疫力をもっと上げないと
いけないですね。

荒井潤一郎	 RYLA参加の皆様、お疲れ様でした。
隈元　雅博	 森様、乃村様、中原様、鬼頭様あり

がとうございました。先週の土曜日
に木更津にある児童養護施設　野の
花の家にイチゴを届けてきました。
虐待などを受けて家庭にいれない子
供達が現在49名生活しています。こ
れからも君津RCの一員としてほん
の少しですが支援し続けたいと思い
ます。

前田　　亮	 来週４月１日は入社式です。フレッ
シュな新入社員には期待しているん
ですが、まずは離職防止をしっかり
やりたいと思います。

吉田　雅彦	 RYLAに参加された皆様、おつかれ
様でした。ありがとうございまし
た。本日より新年度がスタートしま
した。基本を忘れずに気持ちを新た
にがんばります。

猪瀬　　浩	 大分長い間、休んで申し訳ありませ
んでした。もう１つの仕事の方が当
初予算等、色々と審査するところが
あり、参加することが出来ませんで
した。ひとまずそれも終わって落ち
着きましたので、よろしくお願いし
ます。

武田富士子	 本日、岡野幹事の代行で幹事報告を
させていただきました。次年度の幹
事ですが、次年度開始がちかづいて
いるのだな～と感じるこの頃です。
地区補助金の件などの話し合いも始
まってますが、時間がたつのは早い
な～と！！やっと報告出来るかな？皆
様よろしくお願い致します。

赤星　哲也	 春爛漫です。気持ちも高揚します。
花見がたのしみです。

黒岩　晴之	 昨日、次年度会長研修セミナーに出
席し、次年度の青少年プログラム委
員会、ＲＹＬＡ委員会の方針を発表
して来ました。いよいよ次年度が動
き出します。ご協力をお願いします。

中野　賢二	 先週から高校新卒社員の事前研修を



始めました。会社に慣れてもらう
為、カラアゲを作って、帰ってきた
社員に食べてもらいながら、紹介を
しました。素敵な二人で、これから
が楽しみです。

福田　順也	 青少年奉仕委員長　佐々木様、ＲＹ
ＬＡでは、大変お世話になりありが
とうございました。

大森　俊介	 ＲＹＬＡセミナーご参加の皆様、お
疲れ様でした。

遠田　祐治	 本日、所用の為、早退させて頂きます。
喜多見　貴	 今期も残り１週間。事故なく無事に

期末を終えられる様、気を引締めて
頑張っていきたいと思います。

谷口　弘志	 席替え抽選に初めて当たりました。
ありがとうございます。本日は業務
の関係で早退させて頂きます。誠に
申し訳ございません。

別府　明人	 本日、早退します。申し訳有りません。
佐々木昭博	 本日はＰＹＬＡ報告をさせて頂き、

有難う御座いました。弊社の乃村君
も例会に来ていましたので、会社に
戻ってから「社長は遊んでいまし
た！」と他の社員達にチクられない
様にいつも以上にマジメに取組みま
した。

髙橋　雄一	 ＲＹＬＡセミナーに参加された佐々
木委員長をはじめ、森様、乃村様、
中原様、鬼頭様、内藤会員、お疲れ
様でした。

村上　　進	 皆様こんにちは！！ライラに参加され
た方々、発表ありがとうございまし
た。自分は所用の為、早退しますが、
当社の社員を宜しくお願いします。

芝崎　均	 春は卒業や異動のシーズンで慌しい
日が続きますが、節目であるこの時
期を大切にしたいと思います。

内山　雅博	 決算まで、あと５日営業日です！最
後の追込み頑張ります。

大浦　芳弘	 もう初夏かと思えば真冬に逆戻り
と、気温変動が激しいこの頃です。
一昨日、ゴルフコンペに参加しまし
たが、風雨あり気温あがらず、罰
ゲームのような一日となりました。
いよいよ来週には新元号が発表さ
れ、新たな時代が直ぐそこまで来て
います。会員各位にとっっていい時
代であることを願うばかりです。	
		 	 	 	
	

	


