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隈元　雅博会長
それでこそロータリー
佐々木昭博会員

Vol.12回  Ｎｏ.2022  2017.10.14（ロータリーデー  移動例会／親子体験枝豆収穫祭）
Vol. 13回　　Ｎｏ.2023　　2017.10.23

会長挨拶及び報告
隈元雅博会長

　10 月 14 日に行われました枝豆収穫祭（東北大震
災被災者支援、ポリオ撲滅公共広告イメージ推進
キャンペーン）にご参加された皆さん、10 月 18 日
に行われました東京新宮ロータリー主催、明治神宮
清掃奉仕例会に参加された皆さん、10 月 21 日に行
われました君津秋花火にご参画、ご協賛いただいた
ロータリアンの皆様、本当にお疲れ様でした。
　ほとんどの皆様は生業を行いながら、限られた時
間の中でロータリー活動を行って頂いております。
奥様やお子様、お孫様など家族のくつろぎの時間や
趣味の野球観戦、お酒を飲みながらほっとする時間、
そういったものを犠牲にしてまでロータリー活動を
行っている皆さまは少しおかしいと思います。
　10 月 16 日にＩＳが首都としているシリアのラッ
カが陥落し、事実上ＩＳという国家は崩壊したと報
道されていました。また、現ミャンマー政府の方針
により国外難民となったロヒンギャ国籍を持たない
人が 50 万人以上いると言われています。日本国内
にも何十人かの方が難民指定を受けて生活していま
す。
　昨日、日本の方針を決めていく選挙が行われまし
た。ロータリアンとして、その結果に触れることは
いたしませんが日本国民としての権利は行使しまし

た。
　多くの方は、自分の仕事や生活に追われて「とて
もじゃないけど地域貢献や世界平和などを語ったり
実行したりする余裕なんかないよ」と言われるかも
知れません。しかしその方々もちょっとした気づき
や、きっかけによってボランティア活動や寄付など
を行うこともあると思います。24 時間テレビでの
寄付や災害後の無償ボランティアなどが一つの例だ
と思います。
　私たちは毎週ロータリアンとして、世界平和や地
域貢献について語らい、自分たちが今できること
を実行しています。この後、行われる花植え準備作
業や来週行われる予定の中学生との花植え作業もそ
の一つです。私たちが子供たちと植えたボランティ
アの花が実を付け、種となり、地域貢献や世界平和
活動が当たり前となる世の中を実現していきましょ
う。たとえ少し変だと言われたとしても、今は私た
ちの出番です。共にロータリー活動を頑張っていき
ましょう！

報　　告
１．10 月７日（土）千葉県立君津特別支援学校の

文化祭「君津スマイルフェスタ」が開催されまし
た。当クラブからは、岡野副幹事が出席してきま
した。お疲れ様でした。

２．10 月 14 日（土）当クラブロータリーデーとし
て親子体験枝豆収穫祭が開催されました。当日の
参加者は会員・家族 57 名、木更津東ＲＣ１名、
招待者17名、一般参加者50名、合計125名でした。

　　当日ご担当された、社会奉仕委員会、公共イメー
ジ向上委員会、国際奉仕委員会の皆様、ご参加さ
れた会員の皆様、ありがとうございました。

３．10 月 16 日（月）千葉県立君津特別支援学校の
1000 ケ所ミニ集会が開催されました。当クラブ
からは、荒井幹事が出席してきました。お疲れ様



でした。
４．10 月 18 日（水）明治神宮ＲＣ主催の明治神宮

清掃奉仕活動が行われました。当クラブからは、
私（隈元会長）・荒井幹事・鈴木直前会長・阿部
昭広会員・大川会員・福田会員が出席しました。
お疲れ様でした。写真を回覧します。

５．10 月 21 日（土）きみつ秋花火が開催されました。
当クラブからは、鈴木直前会長・川名会員・黒岩
会員・高橋会員・平野会員・武田会員・福田会員・
近藤会員・村上会員が出席しました。お疲れ様で
した。

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．例会変更のお知らせ
　〈木更津ＲＣ〉

　・11月２日（木）
　　休会（定款第８条１節Ｃ項に基づく）
　・11月23日（木）
　　休会（定款第８条２節Ｃ項に基づく）

　〈袖ケ浦ＲＣ〉
　・11月６日（月）／移動例会
　　（株）荏原エリオット（産業機械製造工場視察）
　・11月12日（日）〜13日（月）／移動例会
　　親睦旅行：秩父・伊香保温泉方面
　・11月26日（日）／11月27日の例会変更

袖ケ浦市百目木公園野球場（山ゆり友遊ボー
ル大会参加の為）雨天：12月３日に順延

２．第４分区情報研修会が開催されます。
　　　日　時：10月28日（土）
　　　　　　　受　付：13時30分〜
　　　　　　　点　鐘：14時
　　　　　　　終　了：17時予定
　　　場　所：オークラアカデミアパークホテル
　　　出席者：隈元会長・私（荒井幹事）・小幡研

修リーダー・吉野会員・鈴木会員・
内山会員・佐々木会員

　　　宜しくお願いします。
３．次週10月30日の例会前11時30分より指名委員

会が開催されます。パスト会長の黒岩会員・川名
会員・釼持会員・宮本会員・鈴木会員と隈元会
長・早見副会長・永嶌会長エレクト・私（荒井幹
事）が出席です。宜しくお願いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．11月20日の夜間例会の出欠の案内
４．家族親睦ボーリング大会の出欠の案内
５．第４分区親睦麻雀大会の案内
６．国際ロータリー2790地区ツーリングの案内
７．ザ・ロータリアン（英語版）
８．ハイライトよねやま211

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員名簿
３．君津駅北口ロータリーでの花植えの件
４．ガバナー公式訪問の写真（写っている方のみ）
５．ロータリーの友（10月号）
６．ガバナー月信（10月号）
　＊国際奉仕委員長：鈴木直前会長　掲載（P６）
　＊新ロータリアン：藤平会員　掲載（P８）
７. ガバナー月信（2016－2017年度合本）
８. 米山豆辞典
９. かずさエフエムより「TOKOTONかずさ」第３号

自　己　紹　介
坂本直樹会員

　９月に入会させていただき
ました湾岸高速運輸（株）の
坂本と申します。先日の入会
式の際に岡野副幹事からご丁
寧なご紹介をいただきました
が、改めましてこの場をお借
りして自己紹介をさせていた
だきたいと思います。
　私は昭和52年12月、現在の南房総市千倉町で生
まれました。この12月で40歳になります。小・中
と地元の学校へ通った後、高校は鴨川市にある長狭
高校へ進学しました。もともとスポーツをするのが
好きだったので、高校３年間は、部活動として小
学校から続けてきたサッカーに全力で打ち込みまし
た。
　その後、１年間の浪人期間を経て東京の私立大学
へ進学しましたが、ここでも学業は卒業できる程度
にほど良く修め、その他はサークル活動やアルバイ
トを幾つも掛け持ちする等、社会勉強を積むことに



勤しみました。
　卒業後は、湾岸高速運輸（株）の親会社である安
房運輸（株）へ平成14年に入社、最初の職場は鴨
川営業所でした。事務職としての入社でしたが、
日々の業務の中では、トラックの運転やお客様対応
などを身に着けることができました。その後、６年
間で３つの営業所での業務を経験し、平成20年に
小糸にある君津本社へ異動となりました。当時はま
だ館山から君津へ本社を移転する前の事業所でした
が、営業部に所属し営業活動や計数管理などを担当
しました。
　 そ の 後 は 、 平 成 2 6 年 ６ 月 に 湾 岸 高 速 運 輸
（株）、翌27年６月に安房運輸（株）の取締役
と、身に余る大役ながらそれぞれ役員を仰せつか
り、現在では、君津の本社に勤務し管理部門の財
務・経理担当として、学校で習ってきた以上に勉強
の毎日です。
　私生活の面では、平成25年の結婚を機に君津市
民となりました。子供は２歳10か月になる娘がお
りますが、来年の３月には新たな家族が増える予定
です。また、私の妻は会社の上司、石川社長のお嬢
様（次女）でしたので、公私に渡り社長には大変お
世話になっており、特に会社では日々厳しくも温か
い指導をしていただいております。
　趣味はサッカー・テニス・Ｆ１などのスポーツ観
戦、洋楽の音楽鑑賞などですが、家族ができてか
らは、休日に子供と遊んだり家族旅行に行くことが
仕事におけるモチベーションのひとつとなっていま
す。また、６年程前から始めたゴルフも、スコアは
恥ずかしくて明かせませんが、お付き合い程度に楽
しんでいます。
　性格は真面目で几帳面、好きなことには自分なり
のこだわりを持っている反面、興味のないことには
まるで無頓着という血液型Ａ型です。今後、皆様と
お付き合いしていく中で、私という人間をどんな人
物なのか知っていただきたいと思いますし、また、
皆様のことをよく知ろうと努力をしたいと思いま
す。
　終わりになりますが、本日は、このような機会を
いただきありがとうございました。ＲＣに入会しま
だ１ケ月ですが、様々な活動を通して私も人生の幅
を広げていきたいと思っています。今後ともご指導
の程よろしくお願い申し上げます。

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会
親子枝豆収穫祭実施報告

小川哲也委員長
　10月14日（土）に予定通り枝豆収穫祭を実施し
ました。天候に懸念がありましたが、「この日にや
る」という強い決意のもと、普段の皆さんの行いの
良さで雨雲を午前中はケチらして無事に実行するこ
とができました。
　ご協力まことにありがとうございました。
　参加人数は、会員・家族　　　　57名
　　　　　　　木更津東ＲＣから　１名
　　　　　　　招待者　　　　　　17名
　　　　　　　一般参加者　　　　50名
　　　　　　　　　　　　（合計125名）でした。
　今回のトン汁つくりは高橋会員にお願いしまし
た。非常においしいトン汁とおにぎりで皆さんも喜
んでいました。ありがとうございました。

君津駅北口ロータリーでの花植えの件
　当日は以下の通り行います。よろしくお願いしま
す。

記

１．対　象
君津市立周西中学校１年生（生徒 最大97名、
先生７名）

２．実施日
　　平成29年10月30日（月）
３．スケジュール
　　①13時10分〜
　　　事前準備
　　　　・花を植える場所へセッティング
　　　【社会奉仕委員全員で準備】
　　　　・ロータリーのぼり旗設置
　　　　・散水ホース準備
〈これ以降中学生参加〉
②13時10分〜13時40分

周西中学校１年生順次到着
（自転車駐輪場所（10台程度）：旧パチンコ
LIBATY横の噴水前）

③13時40分〜13時50分
　開始にあたって



　・ＲＣ会長挨拶
　・作業要領説明
④13時50〜14時40分
　花植え作業
　・生徒さん主体で
　・ロータリアンは補助＋安全監視
⑤14時40分〜14時45分
　作業完了確認後に記念写真撮影
⑥14時45分〜15時
　終了にあたって
　・ＲＣ幹事挨拶
　・中学校代表者からお礼の言葉
　・閉会
⑦15時
　解　散
　・お茶を配布します（１本／人）
４．その他

当日が雨等で実施できない場合は生徒と合同での
花植えは行いません。（10月５日、川名学年主
任との調整の結果、予備日の設定は不可のため）
購入した花を植える作業は翌週の例会（11月６
日）後にロータリアンだけで実施します。ご協力
をお願いします。

国際奉仕委員会
枝豆収穫祭（10月14日）での国際奉仕委員会活動について

大住昌弘委員長
　当日は受付にて、ポリオ撲滅キャンペーンを中心
に国際ＲＣの国際奉仕活動について取り上げた小冊
子を参加者にお配りし、受付テーブルの下にポリオ
撲滅キャンペーンポスターを掲示しました。（尤も
掲示位置が低すぎ、気づかない人が多かったのかも
しれません）
　私からは概略下記の様に説明しました。
　ポリオは昔、小児麻痺と呼ばれ、発症すると深
刻な後遺症が残る。日本でも昭和35年（1960年）
頃、患者が5000人を超え、九州や北海道中心に流
行した時期があった。今は３種混合などワクチン投
与が２歳くらいまでに４回も実施されており、昭和
55年（1980年）に１件発症があった以降は全く症
例がない。
　ただ、世界的には、アフガニスタン、パキスタ
ン、ナイジェリアの３カ国で毎年50件近くの発症
がある（実は収穫祭後、今年９月25日、ナイジェ

リアが世界保健機構によってポリオの常在国リスト
から外され対象は２か国になったことが判明）。世
界的な規模での撲滅までもう少しのところまで来て
いるが、時間がかかっている。ビジネスや旅行な
ど、多くの人が世界を行き来しており、日本にもポ
リオウイルスが運び込まれていることが想定され決
して安全とはいえない。国際ＲＣは、世界で発症
「０」を目指し30年この活動を続けている。町で
募金活動を見かけたら、ご協力をお願いしたい。
　君津ＲＣの国際奉仕活動として、今年から水事情
の悪いスリランカの子供たちに、浄水器を送る活動
を始めた。世界には、色々な事情で苦しんでいる人
たちがおり、支援活動を皆様と一緒にやっていきた
いので、協力をお願いしたい。
　以上が枝豆収穫祭での国際奉仕委員会の活動報告
ですが、明日10月24日は世界ポリオデーというこ
とで、世界各地で色んなキャンペーン、行事が行わ
れる様です。シアトルでも「世界ポリオデーイヴェ
ント」があり、日本時間の10月25日６時30分より
ライブ中継があるとのことです。国際ＲＣのホーム
ページで、是非ご覧下さい。
　また、来週10月30日にはスリランカ国に奉仕活
動を展開している2790地区職業奉仕委員長の柏東
ＲＣ中村様に卓話をしていただきます。よろしくお
願いします。

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」10月号紹介

小幡　倖委員
　11月は、ロータリー財団月間ですが、今月号巻
頭に「ポリオ撲滅にご協力ください。」のＲＩイア
ンＨ.Ｓライズリー会長のメッセージが掲載されて
います。
　「どこに暮らしていても、どういう環境に置かれ
ていても、すべての子供たちがポリオのない人生
を送る権利がある」を主眼に、ロータリー、各国政
府、世界ポリオ撲滅推進活動が一体となって取り
組み、2017年には、わずか数件にまで減少しまし
た。しかし、発症件数ゼロを達成し、維持しなくて
は、ポリオ撲滅は実現できません。
　そのためには皆さま一人一人の支援が必要です。
ポリオについての詳細は、国際委員会大住委員長よ
り報告がありましたので割愛します。
　P７には、ロータリー米山記念奨学会財団設立50



周年の歴史が掲載されていますので、資料と併せ
て、確認してください。
　台風が地域を直撃し通過しましたが、大きな被害
もなさそうで安心しました。
　P18には九州豪雨災害の記事が掲載されていま
す。
　地球温暖化の影響による天候不順等、大きな災害
が発生していますが、自然の営みの恐ろしさを日々
教訓として生活してはどうでしょうか。経済の発展
と比例して、災害の規模も拡大しているように最近
思えてなりません。
　P33に、「ロータリアンの皆様へお礼」と題し
て、ロータリー財団100周年を迎えるにあたり、年
次基金寄付目標を、一人150ドルとのご協力をお願
いしましたところ、寄付ゼロクラブがゼロに達成さ
れました。今後とも、ロータリー財団にご支援をお
願い致します。とのメッセージでした。
　縦組みP４に、国際ＮＧＯ・難民を助ける会理事
長 長有紀枝さんの「難民問題 今、何が起きている
か」が掲載されています。
　ヨーロッパの難民問題のニュースがメディアで発
信されていますが、日本では、あまり身近に感じる
ことはなく、この記事で、難民に対する認識がより
深まることを期待します。内容は、「難民とは、人
種や宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員である
こと、または政治的意見を理由に自国にいると迫害
を受けるか、あるいは迫害を受ける恐れがあるため
に他国に逃れた人々、です。」
　難民問題の解決策は、①「自主的な帰還」②「一
時避難国への定住」③「第３国への定住」等解決策
と思われることがありますが、世界の中での国の関
わり《利他の心》を記事の中から感じました。会員
の皆様の熟読をお願いします。

そ　の　他
きみつ秋花火御礼

鈴木荘一会員
　一昨日きみつ秋花火が無事開催されました。
　クラブはじめ会員皆様には多額のご協賛をいただ
きましてありがとうございました。台風21号の影
響もあり開催も危ぶまれましたが、お客様の方も満
員とまではいきませんでしたが６割方観覧席も埋ま
り、花火の方もスケールアップして無事終了し、お
客様にも講評でした。

　来年はまた実行委員会が結成されれば開催の運び
となりますが引き続き会員皆様へのご協力をお願
いしまして簡単ですが御礼とご報告とさせて頂きま
す。
　ありがとうございました。

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「地域活性化とは」

平野寛明会員
　地元君津で創業38年。株式
会社三船地所は、賃貸仲介を
主に、不動産売買や新築等、
住まいの提供をしている会社
です。皆様の生活に深く関
わっているからこそ「君津を
元気に」を合言葉に、地域活
性化を目指しています。その
為には、まずは各企業が元気にならなければなりま
せん。
　当社では４年前より、顧客総勢1800世帯へ向け
たイベントを企画開催しています。各企業とのコラ
ボレーションをさせていただいている効果もあり、
お互いの企業宣伝となり、ご紹介に繋がっていま
す。毎月発行している三船だよりや各種ＳＮＳ配信
により、今では関係者様だけでなく、ご友人様等の
イベント参加も増えています。
　怒りの伝染で喧嘩となり、悲しさの伝染でもらい
泣き、楽しさの伝染で笑顔になります。君津が笑顔
の多い元気な街になってほしい。だから私は、人と
人とをつなぐ架け橋となりたいと考えています。
It’s my Dream.

ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博 皆さん、本日も忙しい中、例会に

ご参加いただきありがとうございま
した。また、台風の中きみつ秋花火
の準備、設営から片付けまでされた
川名会員、鈴木会員を始めとします
ロータリアンの皆さん、本当にお疲
れ様でした。これからも、ロータリ
アンとして世界平和活動と地域貢献
の先駆者として共に誇りを持って活
動していきましょう。

 〜Think Glocal〜（シンク グロー



カル）「地域貢献と世界平和活動の
両立」を共に目指して行動しましょ
う！

荒井潤一郎 先日、私の記念日が届きました。あ
りがとうございました。

大森　俊介 久しぶりに青空を見た様な気がしま
す。

 先日は記念日のお花ありがとうござ
いました。

西山　　肇 「私の記念日」のお花を頂きまし
た。ありがとうございます。

 10月21日（土）の秋花火のお手伝いを
された皆様、大変お疲れ様でした。

坂本　直樹 本日は改めて自己紹介をさせていた
だきました。親睦委員会へ配属され
ましたので、今後とも宜しくお願い
致します。

 今回の台風21号の影響により、会社
裏手を流れる小糸川が氾濫危険水位
を大幅に超えて心配しておりました
が、大事なく安堵しています。

小川　哲也 花抜きには最高の天気になりまし
た。例会後によろしくお願いしま
す。枝豆と今日で、天気は２戦２勝
です。

武田富士子 枝豆収穫祭お疲れ様でした。14日
に収穫祭が出来て本当に良かったで
す。豚汁も枝豆も美味でした。この
一週間ハードでした！14日枝豆収穫
祭の後成田花火の手伝い、15日16
日法人会研修、17日商工会議所ゴル
フ大会（実は欠席したのですが）、
18日商工会議所女性会（読売新聞
社、浅草研修）、21日秋花火、22
日秋花火の後片付けと選挙。とてつ
もなく大変ハードでした！

鈴木　荘一 一昨日開催されました君津秋花火の
開催において、物心両面に渡る御協
力を頂きました事、心より感謝申し
上げます。

大住　昌弘 今日は9月11日以来1.5ヶ月振りの例会
出席で、名札が無くなっているかと心
配しておりました。８月末の北海道大
雪山縦走のあと10月６〜９日屋久島

登山で膝が弛んでしまい、やや歩行困
難です。しばらく養生します。

 ありがとうございました。
吉田　雅彦 先日は誕生祝いをありがとうござい

ました。君津の田んぼで自ら育てた
お米が収穫できましたので、頂いた
しゃもじを使います。台風の影響で
急遽仕事が入り、花植えの手伝いが
出来なくなり申し訳ありません。

内山貴美子 選挙も終わり、台風も去って晴天に
なりました。頑張って花抜き作業し
ましょう。

吉野　和宏 写真ありがとうございます。
髙橋　雄一 皆さん、枝豆収穫祭お疲れ様でし

た。豚汁はお口に合いましたか？来
年も頑張ります。

黒岩　靖之 先週の土曜日に開催されました君津
秋花火大会、生憎の雨でしたが近くで
とても綺麗な花火を見させてもらいま
した。最高でした。スタッフ、ボランティ
アの皆様、お疲れ様でした。

宮嵜　　慎 枝豆収穫祭、きみつ秋花火に参加の
皆様、お疲れ様でした。

 平野様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。

藤平　洋司 先日、枝豆収穫祭が開催され、初め
てのイベントに家族で参加させて頂
きました。私は私用により先に帰り
ましたが、皆様が子供の面倒を見て
下さりありがとうございました。子
供も枝豆が好きで大変喜んでおりま
した。

谷　　浩司 初めて枝豆収穫祭に参加させて頂き
ました。大にぎわいの中、無事に終
えることが出来て嬉しかったです。
後日、ボールいっぱい分以上の枝豆
を大変おいしくいただかせて頂きま
した。来年よろしくお願いします。

大川　裕士 枝豆収穫祭でのご協力ありがとうご
ざいました。本日の駅前花壇の花抜
き作業、来年の花植え作業のご協力
よろしくお願い致します。

佐々木昭博 きみつ秋花火の運営にたずさわれた
皆さん、本当にお疲れ様でした。生



憎の雨でしたが、間近で打ち上がる
花火は迫力満点で、連れて行ったう
ちの社員達も大変喜んでいました。
また、本日は４つのテストの唱和を
させて頂き有難うございました。

時下　俊一 昨夜は久し振りに吹き荒れました
ね。皆様、被害なく過ごせましたで
しょうか？申し訳ありませんが、花
植え準備作業に参加出来ません。

 ガバナー公式訪問時の写真、ありが
とうございました。

小幡　　倖 秋花火、お疲れ様でした。雨の中の
準備も大変でしたが、協力体制も良
く整いました。

 台風も過ぎ、大変な災害も無さそう
で、今日は快晴。全ても運んでくれ
ました。

 ロータリーの友、紹介させて戴まし
た。

近藤　洋子 秋花火の参加させて頂きました。足
元が悪い中での会でしたが、皆さん
と協力し無事に終えられた事を嬉し
く思います。

平野　寛明 昨日、君津秋花火が開催されまし
た。悪天候の中ご協力頂きました黒
岩様、阿部様、福田様、近藤様、本
当にありがとうございました。ま
た、皆様には協賛金を頂き、誠にあ
りがとうございました。

福田　順也 平野様、卓話ありがとうございまし
た。次回も楽しみにしております。

内藤　智介 今月の15日で君津ＲＣに入会して
丸５年過ぎました。私がロータリア
ンとして相応しいかはまだ疑問です
が？10年続けられる事を目標に頑張
りたいと思います。皆様、今後とも
よろしくお願いします。

岡野　　祐 秋花火実行委員の方々、雨の中大変
お疲れ様でした。子供達が大変喜ん
でいるのを見て、来年はお手伝いし
たいと思いました。

特別ＢＯＸ
宮本　茂一

例会終了後／駅前花壇花植え準備作業の様子



親子体験枝豆収穫祭の様子／平成 29年 10 月 14 日（土）※移動例会




