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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　私は医師としての多くを外科医として過ごして
きました。その中で多少の経験を通してあるべき
外科医とはどういうものかと考えてみました。以前
手術に関わっていた頃は、手術の前の夜は自然と頭
の中に手術中の光景が浮かびました。思ったより難
しく、自然と汗がにじむ、なかなか出血が止まらな
い、つい若手の外科医や機械出しの看護師にキツい
言葉をかけてしまう、そうこうしているうちにいつ
かねむりに落ちるというのが常でした。また手術が
終わるとすぐに不安がよぎりました。あの時こうし
たほうがよかったのでは、あの針糸はもう1㎜右側
のほうがよかったのではなかったか、糸の結び方が
弱かった気がするなどといろいろと考えました。だ
から外科医として現役であった頃は病院を休んだこ
とはほとんどありませんでした。休日にも手術した
患者様の状態が心配で仕方なく、いつの間にかベッ
ドのわきで患者様を診察していました。当時は自
分がまだ未熟だからこういう風になるんだとばかり
思っていました。しかしその不安は幾ら経験を積ん
でも手術から離れるまでは続いていました。いくら

経験を積んでも、たとえどんなに簡単な手術でも、
最後までついて回りました。少しでも結果が思わし
くないと、何日も食事がのどを通りませんでした
が、回復する前にもう次の手術が控えています。勇
気を奮い起こして手術に臨みました。しかしこれら
は外科医として決して悪い素質ではなかったと今に
して思います。周囲の外科医を思い出しても、勇敢
にトライしては何回も同じ落とし穴に落ちる人がい
るかと思えば、失敗に懲りすぎて何もできなくなっ
てしまう人もいました。外科医は勇敢すぎても臆病
すぎてもいけない。しかしどちらかというと臆病者
が注意しながら精一杯アクセルを踏んでいるのが良
い。私はゴッドハンドというものは信じません。
我々のやることは保険診療ですから、一定の素質の
あるものが一定の訓練を受けたら普通に行うことが
できなくてはおかしいです。テレビや週刊誌でその
ような記事を眼にすると、心ある外科医はどのよう
な思いでこれを見ているのか気になります。以上は
私がたいして宣伝をしなくても患者様が全国から集
まってくる教室で育ったから言えることなのかもし
れません。多くの大学ではいかに自分の教室が優れ
ているかを大きな声で叫ぶ必要があり、またその教
室の中でもかなり厳しい競争があります。そのよう
な必要がなく、普通にまじめにやっているといくら
でも手術する機会に恵まれました。そして多くの手
術に関わり、多くの若い外科医を育てたことが私の
秘かな誇りです。

報　　告
１．７月２日に第一回定例理事会議が開催されました。
　①本年度について会費について　＊承認
上期年会費	 85,000
ＲＩ分担金（33＄×110円）	 3,630
地区分担金	 12,625
分区分担金	 3,500
Ｒ財団寄付（75＄×110円）	 8,250
Ｒ財団寄付/ポリオ（15＄×110円）	1,650
米山奨学会	 7,500
ロータリーの友	 1,296
周年特別基金	 10,000
合　計	 133,451



下期年会費	 85,000
ＲＩ分担金（32＄×110円）	 3,520
地区分担金	 12,640
分区分担金	 2,500
Ｒ財団寄付（75＄×110円）	 8,250
Ｒ財団寄付/ポリオ（15＄×110円）	1,650
米山奨学会	 7,500
ロータリーの友	 1,296
周年特別基金	 10,000
合　計	 132,356

　　＊但し下期会費はレートによって変動します。
②収支実績について	 ＊承認
　6月30日現在実績　異議なし
③2018－2019年度予算書について　＊承認
　異議なし
④取り引き先、銀行指定について（2018－19年度）
　＊承認
　京葉銀行	君津支店（会計　喜多見会員）
⑤会計監査の選任について（2018－19年度）
　＊承認
　京葉銀行	君津支店（会計　徳永会員）
⑥クラブ例会、年間の休会について　＊承認
　例会数：40回
　休会日：８月13日、12月31日、６月24日
⑦直前会長・幹事慰労会開催について　＊承認
　　　日　時：７月９日18時～
　　　場　所：ホテル千成
　　　会　費：7000円
＊会員家族歓送迎会とし、案内先は会員家族・
隈元年度退会者・100年バンド
＊ホテル千成へお礼（１万円）
⑧新入会員の委員会所属について　＊承認
　赤星会員　職業奉仕委員会
⑨新入会員について　＊承認
＊千葉信用金庫　齊藤会員異動のため7月1日
付けで退会
＊後任の芝﨑　均様（55歳）推薦者：秋元秀
夫会員
＊委員会については、齊藤会員と同じく社会奉
仕委員会
＊ロータリー経験あり、入会式は7月30日予定
⑩退会会員について　＊承認
　＊三浦会員、６月末で退会　後任者未定
⑪平成30年千葉県「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動及び国連支援募金運動について　＊承認
　例会場受付にて本日より募金箱を設置し募金を
募る（1ヵ月間）
⑫駅前花壇水道設置について
　君津市役所、土木管理課より駅前花壇の水道設

置の予算確保の連絡あり
　設置場所について、当クラブとのうち合わせ予定
（岡野幹事・大森社会奉仕委員長）
⑬第一回クラブ協議会開催について　＊承認
　８月６日に開催致しますので、委員長より発表
をお願い致します。
⑭第二回クラブ協議会開催（ガバナー公式訪問
日）について　＊承認
　８月22日（水）公式訪問
　木更津東ＲＣ、富津シティＲＣ合同開催
　＊会長方針・奉仕委員会委員長より活動方針発表
⑮甲府東ＲＣ初例会へ祝電ついて　＊承認
　例年通り1,000円の押し花電報とする（文字含
み：2,600円程度）
⑯君津地方中学校スピーチコンテスト後援について
　＊承認
　例年通り１万円
２．2017－18年度ガバナー寺嶋様より、阿部昭広会
員へ感謝状が届いておりますのでお渡し致します。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．＜木更津ＲＣ＞
①７月19日(木）休会
　　　　 （定款第８条第１節Ｃ項に基づく）
②８月９日(木）移動例会
　内容：家族親睦移動例会（ブルーベリー摘み）
③８月16日(木）休会
　　　　 （定款第８条第１節Ｃ項に基づく）
④８月30日(木）休会
　　　　 （定款第８条第１節Ｃ項に基づく）

＜富津シティＲＣ＞
①８月８日（水）を８月９日（木）に変更
　内容：例会実施及び職場訪問
②８月15日（水）休会（定款第６条第１節Ｃ項

に基づく）
２．次週７月16日は、祝日（海の日）で、休会と

なっております。お間違いのないようお願い致し
ます。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．新日鐵住金かずさマジック応援の出欠の案内
３．2018－19年度ロータリー青少年交換プログラ
ムのご案内
４．東京南ＲＣ週報

〈配布物〉
１．例会プログラム



第５グループガバナー補佐就任挨拶
吉野和弘ガバナー補佐

　2018年度～2019年度、橋岡
ガバナーの下で５グループの
ガバナー補佐をおおせつかり
ました吉野です。
　本年度から４分区から５グ
ループに名称が変更になりま
した。君津クラブ様のご支
援、ご協力をいただきなが
ら、大役を務めさせていただ
くことになりましたので、宜しくお願い申し上げま
す。
　本年度、国際ロータリー、バリー・ラシン会長の
テーマ「インスピレーションになろう」が与えられ
ました。このテーマに対して、橋岡ガバナーは地区
テーマ「伝統と未来」誇りと連帯感と掲げられまし
た。伝統とは継続してきた事を理解し、守り、立ち
止まってはいけない、地域で、地区で、世界で、心
打つ、魂を揺さぶる、新たな人道的サービスに取り
組んでくださいと言っております。
　ガバナー公式訪問では、本年度初めての、４クラ
ブ、３クラブの合同公式訪問でさせて頂きます。他
のクラブが、どの様な活動をしているか、知る良い
機会だと思います。戸惑いもあるかと思いますが、
ご協力をお願いいたします。
　補佐の仕事としてロータリー情報研修会、イン
ターシティミーティングの開催がございます。各
クラブと地区を結び、クラブの活性化をお手伝いす
る、各クラブが独自の方針を持って活気あるクラブ
となるよう自主的な活動を尊重しつつ、地区との懸
け橋になるような、助力をさせて頂きます。一年
間、皆さまと楽しいロータリー活動を、頑張ります
のでよろしくお願い申し上げます。

お　礼　贈　呈
隈元雅博直前会長

　君津ＲＣからホテル千成へ

入　会　者　紹　介
紹介者　大浦芳弘会員
入会者　赤星哲也会員

　こんにちは！　
　この７月より君津ロータ
リークラブに新しく入会とな
ります赤星（あかほし）様を
紹介させていただきます。
　赤星様は、この7月より原田
会員の後任として日鉄住金環
境㈱の君津支店長に就任され
ており、ロータリークラブで
も原田会員の後任として入会されるものです。
　赤星様は、九州大学で土木を学ばれた後に新日本
製鐵㈱に入社され、土木技術者として活躍されてき
ました。当地君津との関係はといいますと、君津製
鐵所の土建技術室長として活躍された後に総務に異
動され、渉外業務を担当されていました。土建技術
室長から総務にかけて残された多くの業績の中のひ
とつが、社宅跡地の開発であり八重原社宅跡地の宅
地としての開発も赤星様の指揮の元実行されたもの
です。
　総務では、渉外を担当されておりましたので、
ロータリークラブ会員の皆様の中にも、お付き合い
のあった方々が多数いらっしゃるのではないかと思
います。
　君津製鐵所総務勤務の後に本社に異動となり、東
南アジア、特に中国やベトナムに鉄製の土木資材を
紹介する業務を担当され、ベトナムに事務所を開設
するにあたっては、初代所長として赴任されており
ました。
　以上、略歴を紹介させていただきましたが、土木
技術者として入社し、総務で渉外も経験と、実は私
の大先輩が赤星様ということになります。
　君津製鐵所の総務の渉外についても、幸か不幸か
赤星様の強い引きにより私が後を継がせていただく
ことになりました。
　大先輩でありますので、人となりについて私から
紹介するのはあまりにもおこがましい話であり、一
言、「いい大先輩です」ということだけ紹介させて
いただきます。
　赤星様にとって、ロータリークラブの会員は初め
てのことになりますが、よろしくお願いします。



入　　会　　式
永嶌嘉嗣会長
岡野　祐幹事

　赤星哲也会員入会式

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 隈元直前会長、１年間ご苦労様でし

た。私も何とかがんばります。
岡野　　祐	 隈元さん、荒井さん、早見さん本当

におつかれさまでした。今後もよろ
しくお願い致します。

隈元　雅博	 赤星様、共にロータリー活動を頑
張っていきましょう。７日、８日の
二日間三井アウトレットパーク木更
津にてトレナビチャリティライブを
おこなわせて頂きました。例年震災
などで被災された方々へ支援してお
ります。これからもロータリー活動
を頑張ります。

荒井潤一郎	 今日は慰労会、ありがとうございま
す。長かった様な、短かった様な？
良い経験が出来ました。

吉野　和弘	 2018年－2019年度ガバナー補佐を
おおせつかりました。１年間、よろ
しくお願い申し上げます。

近藤　洋子	 隈元会長、荒井幹事をはじめ、役員
の皆様お疲れ様でした。ご面倒をお
掛けするばかりで申し訳なくも感謝
の気持でいっぱいです。ありがとう
ございました。

別府　明人	 誕生祝い、有難うございます。
宮本　茂一	 直前会長の隈元会員、幹事の荒井会

員大変おつかれ様でした。
	 今日、日鉄住金環境の支店長、赤星

様にオリエンテーションさせていた
だきました！！そのすぐあとトイレで
吉野さんと、赤星さんと間違えて赤
星さんのお尻をさわってしまいまし
た！！赤星さん、失礼致しました。
“反省”

中野　賢二	 『きみつ七夕まつり』にご協賛いた

だいた方々にお礼申し上げます。お
かげさまで大盛況で無事に終る事が
出来ました。（特に一部の子供達は
必要以上に大盛況でした。）ありが
とうございます。P.S.顔が赤いのは
飲んでいるわけではありません。日
やけ（七夕やけ）です。

武田富士子	 昨日、諏訪の赤士字病院までお見舞
に行って来ました。見舞先の方も元
気に対応くださったので良かったの
ですが、病院目の前の諏訪湖でし
た。内山会員は毎年、ここで花火を
堪能するのだなと思いました。いつ
もお誘いしてくれるのだが８月15日
は行けません。今年も楽しんで下さ
い。私は昨日、私の運転で600㎞走
行して来ました。

大住　昌弘	 今回の大雨、大変多くの犠牲者・不
明者がおられ、心が痛みます。殆ど
町ごと水没してしまった所はどうな
るのか、一日も早い原状回復を祈り
ます。

倉繁　　裕	 先週５日～７日、北九州に出張して
いました。丁度、６日に福岡地方大
豪雨となり、高速道路・新幹線が止
まる等大混乱でした。地球温暖化に
より、変化する気候への対策、温暖
化そのものの抑制、両面の対応が急
がれます。

大浦　芳弘	 赤星新会員をよろしくお願いします。
坂本　直樹	 隈元直前会長はじめ役員の皆様、１

年間お疲れ様でございました。私自
身も会員２年生となりますが、ロー
タリー活動頑張ります。

小川　哲也	 隈元直前会長をはじめ、前年度の役
員の皆様、御苦労様でした。永嶌会
長をはじめ、今年度の役員の皆様、
よろしくお願いします。マジック試
合まで１週間、頑張れ！

猪瀬　　浩	 本日も遅参しまして申し訳ありませ
ん。７月28日の富津市民花火大会の
準備が佳境に迫っており、日々バタ
バタな状態です。皆さまからご協賛
いただきました（ご協賛ありがとう
ございます）協賛金を有効に活用さ
せていただきまして、今年も地域を
盛り上げていけるように頑張って参
ります。海水浴場で海辺に反映する
水中スターマイン等を計画していま
すので、ご都合のつく方は会場まで



足を運んでいただければ幸いです。
大森　俊介	 隈元直前会長、荒井直前幹事１年間

本当にお疲れ様でした。
時下　俊一	 サッカーの日本代表、おしい所で

Best８を逃してしまいました。来週
からのかずさマジックにも望外の活
躍を期待したいところです。赤星さ
ん、ようこそ君津ロータリーへ。

福田　順也	 隈元直前会長、荒井直前幹事おつか
れ様でした。ありがとうございまし
た。ロータリー活動がんばります。

石川夕伎夫	 みなさん、ご無沙汰しております。
毎日暑い日が続き仕事も生活も大変
な毎日です。災害で中国・四国・九
州・東海とものすごい被害で災害に
あわれた方々に対し、心からお見舞
いを申し上げます。台風・地震と他
人事ではありません。私共で何か出
来ればと思います。

村上　　進	 皆様、こんばんは。西日本の豪雨災
害では多くの被害が出て大変です。
私の地元、山口も少し被害があるそ
うです。こちらは暑い日が続いてい
ます。健康に気を付けて日々過ごし
ます。

佐々木昭博	 西日本豪雨災害の被災者の方へ、心
よりお見舞い申し上げます。

小幡　　倖	 隈元直前会長、荒井直前幹事一年間
ご苦労様でした。今年度も変わらぬ
ご指導をお願いします。

早見　秀一	 直前会長・直前幹事１年間大変お疲
れ様でした。

	 西日本豪雨激甚災害、なんともいた
ましい状況に目をおおうばかりで
す。早い復旧を望むばかりです。心
よりお祈り申し上げます。

坂井　正視	 ①本日はホテル千成のご利用ありが
とうございます。

	 ②隈元会長、荒井幹事一年間ご苦労
様でした。そして、一年間のご指
導ありがとうございました。

	 ③本日は家内と長男の嫁も同伴で出
席させて頂きます。お手やわらか
にお願いします。

遠田　祐治	 赤星様、よろしくお願いします。
鈴木　荘一	 隈元会長、荒井幹事１年間おつかれ

様でした。変わらぬご指導よろしく
お願いします。

宮嵜　　慎	 隈元直前会長をはじめ役員の皆様、
お疲れ様でした。永嶌会長、１年間

よろしくお願いします。赤星さん、
よろしくお願いします。

谷口　弘志	 先週末に九州に戻りましたが、金曜
から土曜にかけて携帯の緊急メール
速報が幾度となく鳴り響き、豪雨と
河川氾濫を心配しながら過ごしまし
た。今回の西日本豪雨で被害に遭わ
れた方々にお悔やみとお見舞いを申
し上げます。

内山貴美子	 赤星様、本日は入会おめでとうござ
います。これからロータリー活動宜
しくお願いします。

	 永嶌会長、最初の夜間例会です。坂
井様、岡野様のご家族の皆様、本日
は楽しみましょう。

黒岩　靖之	 ・隈元直前会長、荒井直前幹事１年
間ご苦労様でした。

	 ・赤星哲也様、ご入会おめでとうご
ざいます。ロータリー活動よろし
くお願いします。

阿部　昭広	 隈元直前会長、荒井直前幹事一年間
おつかれさまでした。ほとんど役に
立てず申し訳ございません。永嶌会
長、岡野幹事一年間どうぞよろしく
お願いいたします。



直前会長・幹事慰労会＆会員家族歓送迎会の様子（H30. 7. 9）


