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会長代理挨拶及び報告
倉繁　裕副会長

　皆さんこんにちは。
　世界に目を転ずると日本の国際競争力の中で、一
人当たりGDPの順位が低下していると言われてい
ます。
　世界の中で、国別ＧＤＰでは、長らく米国につい
で、2位日本でしたが、2010年に中国が2位となり、
それ以降、日本が3位となっています。
　 一 方 、一 人当たりＧＤＰでは、2 0 0 0 年 2 位
38534US＄だったものが、最近の2017年25位、
38449US＄と順位が低下しています。要するに、
世界各国が伸びていることに対して、絶対額が横這
い、伸びていないので、相対的に順位が低下してい
ます。
　また、日本では、2009年以降人口が減少に転じ始
めましたが、いわゆる出生率がこのあと横這い：合
計特殊出生率1.44で推移すると、人口減少と共に15
歳～64歳の生産年齢人口も低下し、30年後の2050年
には、現在より、人口で2割超減少（1億人割れ）、
生産年齢人口が3割超減少するといわれています。
　人口の動きは、未来をある程度正確に予想でき
る数少ないデータといわれていますが、国別ＧＤＰ
は、2030 年までに米中逆転、2025 年前後に日本
は、インド・ASEAN 10ｹ国に追い越される可能性
が想定されています。
　このような状況下、日本においては、1人当たり
の生産性を向上させることが、極めて重要というこ
とであります。

　様々な場面において、ＩｏＴ、そして、いわゆる
“ディープラーニング”によって、より
　現実的適用性が大きく期待できるようになったＡ
Ｉ等、技術の進展を、タイムリーに取込み、一人当
たりの生産性の向上を目指した取組を推進していか
ねばならないと考えています。

報　　告
１．3月15日(金)に周西小学校にて卒業証書授与式

が開催されました。
　　当クラブからは、岡野幹事が出席されました。

お疲れ様でした。
２．3月16日(土)に第5グループ親睦麻雀大会が開催

されました。
　　当クラブからは、黒岩会員、宮本会員が参加さ

れました。お疲れ様でした。
３．財団法人ロータリー米山記念奨学会より委嘱状

が届いております。
　　クラブ世話クラブ　君津ロータリークラブ　　
　　カウンセラー　廣田二郎　会員
４．公益財団法人ロータリー財団へ寄付された方へ

認証状及びバッチが届いています。　　　　
　ポール・ハリス・フェロー+１　北見会員

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．3月24日(日)、第2回会長エレクトセミナー開催
　　場所：成田ビューホテル
　　時間：受付9時30分　点鐘10時
　　出席：内山会長エレクト
　　　　　次年度地区RYLA委員長　黒岩会員
　　　　　次年度地区米山委員長　鈴木会員



〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．明治神宮清掃奉仕の出欠について
４．ハイライトよねやまNO228
５．第47期ローターアクト年次大会の出欠の案内

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．卓話の資料

メインプログラム
会員卓話「私の生い立ちと千成」

坂井佳代子会員
　皆さん、こんにちは。ホテ
ル千成の坂井です。
　私は昭和 33 年北九州八幡で
生まれました。八幡の穴生と
いう所で、チンチン電車が走っ
ていました。九州では幼稚園
6 歳まで過ごし、小学校時代
は大阪の境で育ちました。
　堺市にある社宅ですが、街
中からバスで 15 分から 20 分のところにあり田ん
ぼや畑の真ん中にありました。小学校からも転校当
時は 1 学年 2 クラスでしたが、九州からの転校生
がどんどん増えて、4 クラス 5 クラスと増えていき
ました。もう少しで小学校卒業という 6 年生の三学
期に、父の転勤に伴い君津へ越して参りました。大
和田小に転校してきたのですが、大和田小は大きく
て建物の形が変わっていたので、転校してきた翌日
は教室がわかりませんでした。その頃は、1970 年
代前半ですが、ダンプカーが土煙をあげながら引っ
切りなしに行き来し、君津の街並みがどんどん変化、
発展する時代でした。
　大和田小から周西中、君津高校と進学しました。
ずっと山の上の生活でしたので、君津駅周辺のこと
はあまり記憶にありませんが、ここら辺一帯は田ん
ぼや畑で何もありませんでした。
　この何もない君津の坂田に、ホテルを建てるとい
う暴挙とも言える行動に出たのが夫の父、坂井俊雄
でした。それまで坂井家は、半農半漁の生活をして
おり、海では海苔を養殖していました。
　坂井家は、明石醤油を本家とし分家して夫の正視
は七代目になります。屋号は醤油屋新宅といいます。
その坂田に新日鐵が進出して、地元の人達は漁業権
を放棄して、生活の糧である仕事を変えたそうです。
大変な時代だったと思います。それでどうしてホテ
ルだったのか、市議会議員をしていた俊雄は常々、

「君津が発展するには、君津にみんなが集まる場所

や食事をする所がないといけない、みんな木更津に
行ってしまう」と言っていたそうです。その矢先に、
東京の人が来て「駅前のこの土地を売って欲しい、
ホテルを建てる」と言ったそうです。それを聞いた
俊雄は「自分がやる」と決心しました。
　田んぼや畑の中にホテルを建てるとは地元の人達
に「頭がおかしくなったのではないか」と言われ、
恥ずかしくて外を歩けなかったと夫の母は言ってい
ました。しかし、時代も良かったのでしょう。高度
成長期、バブル期でもありましたので何とか会社と
してやっていくことが出来ました。
　ホテル千成を開業して 5 年で父、俊雄がくも膜下
出血で亡くなり、夫、正視が後を継ぐことになりま
した。正視は大学を中退し、ホテル経営の修行の為、
丸の内ホテルに勤務し東京 YMCA ホテル専門学校
の専攻科を卒業して、昭和 58 年 25 歳の時に千成
に戻ってきました。翌 59 年に縁ありまして結婚し
ました。
　結婚した頃、千成は 10 周年でした。今では結婚
して 35 年。ずっと嫁という立場で教えてもらう側
でしたが、息子も結婚し、伝える側になっているこ
とにびっくりしています。35 年の私のアレンジも
加えながら、坂井家のこと、息子は 8 代目ですので
9 代目、10 代目に続くように伝えていきたいと思
います。

ニコニコＢＯＸ
倉繁　　裕 今週には、九州～関東で桜の開花が

予想され、満開が4月1日前後になる
との予想がでています。4月1日の入
社式から新入社員を迎えますが、丁
寧な育成によって、定着率を向上さ
せていきたいところです。

岡野　　祐 娘が小学校を卒業しました。いよい
よ４月から中学校です。嬉しくもあ
り、楽しみでもあり、不安もありま
すが元気でやっていってくれればと
思います。

内山貴美子 坂井様、本日は卓話ありがとうござ
いました。

隈元　雅博 坂井会員、入会早々素晴らしい卓話
をありがとうございました。これか
らもロータリアンとして共に頑張っ
ていきましょう！

坂井佳代子 今日は初めての卓話をさせて頂きま
した。まとまらなくてお聞き苦しい
所も多々あったと思いますがありが
とうございました。

近藤　洋子 昨日、警備員の教育を行いました。
年に２回必ず行っていますが毎回身



が引き締まる思いです。
谷口　弘志 先週、仕事の関係で福島県の南相馬

を訪問しました。地震後８年が経過
していますが、復興への道程がまだ
まだ続いているのを垣間見ることが
出来ました。

喜多見　貴 先週、木更津市の卓球の試合に参加
してきました。結果は準々決勝敗退
でしたが、上出来でした。これから
も仕事と卓球両方がんばります。

廣田　二郎 米山奨学生の付靖秋君のカウンセ
ラーに委嘱されました。５月の例会
に出席できると思いますので、会員
の皆さん宜しくお願いします。

秋元ゆかり 千成さん、いつもおいしいお食事、
有り難うございます。夕飯の参考に
なってます。

大住　昌弘 世の中、年度末を控え、何となく落
ち着かなくなっています。鉄鋼の需
給環境も、今年に入って何となくモ
ヤモヤして、モードが変わってきた
ように感じます。ムードに弱い日本
人の特性だけではないか？マスコミ
に踊らされることの無いようにアン
テナを張って、組合とも良く議論し
たいと思っています。

前田　　亮 最近出席が悪く申し訳ありません。
マジックいよいよです。当社所属の
「山田」気合い入れさせておきます
ので！

福田　順也 坂井会員、卓話ありがとうございま
した。

早見　秀一 坂井会員、会員卓話ありがとうござ
いました。引き続き末永くホテル千
成様とお付き合いさせて頂きたいと
存じます。

中野　賢二 いつも途中で退席をして申し訳あり
ません。「アイツは昼メシを食いに
来てるだけだろ！」と思っている人
もあると思います。大丈夫です。今
日は最後までいます。よろしくお願
いします。

時下　俊一 ニコニコBOXの場を借りての御報
告で恐縮です。私事この６月末の総
会をもって退任する事となりまし
た。長年のご厚情に感謝します。後
任は元会員の原田健夫さんですので
よろしくお願いします。

北見　洋司 ポールハリスフェローの表彰でバッ
チを頂きました。ありがとうござい

ます。
秋元　政寛 ３月は別れの月。旅立つあなたの幸

せを祈ります。ロケンロール！！
吉田　雅彦 坂井会員、卓話ありがとうございま

した。年度末、そして季節の変わり
目です。体調管理に気をつけていき
ましょう。

芝﨑　　均 日増しに暖かくなり、近所の桜の蕾
もだいぶ膨らみ開花が楽しみです。
一方、また草刈が始まると思うと少
し憂うつです。

赤星　哲也 坂井さん、卓話ありがとうございま
した。ホテル千成の話し、大変たの
しく拝聴させていただきました。

武田富士子 坂井佳代子会員、卓話ありがとうご
ざいます。佳代子さんは薬を飲まな
いものね！正視君の生い立ちのお話
しであったら富士子登場あるかな？
なんて思ってたのですが、佳代子さ
んの生い立ちの卓話の中のはじめで
私の名が出るなんて…強い印象を付
けてしまっていたのですね！小学生
の佳代子さんは可愛くておとなしい
印象でしたが…色々と知っている
よ！！正視くんとの事やモテ期の佳
代子の事。へへへ。これからもロー
タリー活動がんばりましょう。よろ
しく！！

谷　　浩司 坂井会員、卓話ありがとうございま
した。私の子供の頃からレストラン
がお気に入りで親にせがんでいたそ
うです。これからもよろしくお願い
します。

遠田　祐治 人事異動の季節ですね。皆さん、夜
のお仕事も大変だと思います。体に
は気をつけましょうね。

髙橋　雄一 今日、司会をさせて頂きます。ス
ムーズな進行ができるようにガンバ
リます。

内山　雅博 坂井会員、卓話ありがとうございま
した！去年の３月は訳あって埼玉県
の八潮駅前支店長を支店長代行とし
て１ケ月行ってました。あれから１
年…時が経つのは本当に早いです。

特別ＢＯＸ
宮本　茂一


