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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　9月28日に甲府東ロータリークラブとの合同例会
では米山梅吉記念会館を訪れます。
　米山梅吉についてご存じの方も多いかと思います
が、ふれさせていただきます。
　米山梅吉は1868年2月28日東京に生まれ4歳の時
父が死去し母の故郷の三島の長泉町（ながいずみ
ちょう）に移り住みました。新渡戸稲造と同時代で
武士の家に生まれ養子に出て、スピーチの達人で文
筆家でありました。
　11歳の時、米山家ができの良い少年に目をつけ
て娘婿の候補として養子に選びました。
　彼は幼少期より神童と言われた英才であり学校に
は毎日8kmある長泉から歩いて通いました。13歳で
沼津中学に入学し校長で生涯の師である江原素六に
出会いました。
　米山梅吉はスピーチの達人で東京の文芸誌「頴
才（えいさい）新誌」に数多く投稿をし「夏目金
之助というのと僕が一番よくできたよ、それで名前
を覚えていたが、これがのちの夏目漱石だった」と
あります。15歳の時もっと学びたい、地元の婿、
若旦那として生活するのは忍び難いと東京に家出し
銀座江南学校に入り生涯の恩人であり友人である藤
田四郎を得ました。東京英和学校に入学しニコー
ル.バックに就き英語を学んだ。明治20年、20歳の

時に銀座の福音会英語学校に入学し、渡米しまし
た。
　彼は新聞記者になりたかったそうですが、日本鉄
道に入社しました。しかし鉄道の仕事は技術畑が多
いため、その後三井銀行に入社しました。
　梅吉はきれいな顔をしていて男前、しばしば歌舞
伎の幸四郎と間違えられたほど、演説は上手、英語
は自在で、とんとん拍子に出世しました。
　大正13年3月三井信託銀行の初代取締役社長に就
任しました。
　昭和9年三井信託銀行の社長を辞任し、三井報
恩会(三井一族が当時の金で3000万以上を出資し社
会、文化諸事業に貢献する目的で設立された会)の
初代の理事長に就任しました。
　47歳の時に「隠居論」という文章を書き、隠居
は隠退するのではなく、隠居して試すべき仕事を見
つけ出す。隠居した人は今まで職務に忙しくてでき
なかったことを見つけ、何か社会公衆の為に奉仕
することがなくては人間としての義務を果たしたと
は言えない。事業に一応成功して目途がついたら後
に道を譲って報恩、社会奉仕の方法を探しなさいと
言っています。
　彼は生涯人の為に尽くすことを信条とし、しても
らいたくないことを人にしてはいけない。「何事も
人々にしてほしいと望むことは、人々にもその通り
にせ」を願い、生涯そのものでした。
　世の人々が自己の職域を通じて社会、国家に対し
て真の意味でサービスしたならば、世の中はもっと
良い社会となり、政治も、実業もより良いものにな
るだろうといえるだろうと言っています。
　大正9年1920年日本のロータリークラブ設立、ふ
るさと長泉村への寄付、青山学院をめぐる小学校の
建設等、まず、一に青山学院、二に故郷長泉村、三
に立教大学として教育奉仕を実行しました。
　私たちも、彼の精神、教えを学び、できることを
少しずつ実行していきましょう。

報　　告
１．8月27日(火)にRLI実行委員会キックオフセミナーが

開催されました。
　当クラブより吉野会員、宮本会員が出席されまし



た。お疲れ様でした。
　後程、吉野会員より報告をお願いします。
２．8月31日(土)地区米山記念奨学委員長セミナーが開

催されました。
　当クラブからは、鈴木副委員長が出席されました。

お疲れ様でした。
　後程、鈴木副委員長より報告をお願いします。
３．同じく8月31日(土)地区会員増強・維持拡大セミ

ナーが開催されました。
　当クラブからは、武田幹事、会員増強委員会 荒井委

員長が出席されました。お疲れ様でした。
　プログラムの都合により、報告は次週、荒井委員長

よりお願い致します。
４．9月1日(日)地区ロータリー財団セミナーが開催され

ました。
　当クラブからは、坂本副委員長が出席されました。

お疲れ様でした。
　プログラムの都合により、報告は次週、坂本副委員

長よりお願い致します。

幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
　①日時：9月12日(木)　休会
　　理由：定款第7条第1節C項による
　②日時：9月26日(木)　休会
　　理由：定款第7条第1節C項による
　＜富津中央RC>
　①日時：9月12日(木)　休会
　　理由：定款第7条第1節C項による
２．9月8日(日)第1グループ情報研修会が開催されま

す。
　　場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ
　　時間：14～17時　
　　出席：岡野会員(パネルディスカッション、パネリ

　　　　スト)
　　宜しくお願いします。
３．9月9日(月)第5グループ会長幹事会が開催されま

す。
　　場所：菜心味袖ヶ浦店
　　時間：15時
　　出席：内山会長・武田幹事
　　宜しくお願いします。
４．同じく9月9日(月)当クラブパスト会長の会が開催さ

れます。
　　場所：旅館かわな
　　時間：18時
　　出席：パスト会長・現会長幹事
　　宜しくお願いします。

５．次週、甲府東RCとの合同例会の会費を事務局にて
集金します。（会費1万円）

　出席される方は、ご持参下さいますようお願い致し
ます。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．枝豆収穫祭の出欠の案内
４．地区大会記念ゴルフ大会の出欠の案内
５．きみつ秋花火のお手伝いの案内
６．ザ・ロータリアン（英語版）
７．米山梅吉記念館賛助会の案内
８．赤十字活動資金へのご協力の案内
９．R財団NEWS（9月号）

〈配布物〉
１．ガバナー月信（9月号）新ロータリアンに、大

木会員・原田会員掲載

親　睦　委　員　会
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委　員　会　報　告
地区RLI実行委員
「キックオフセミナーについて」

吉野和弘会員
　8月27日、宮本パスト会長と、吉野で千葉市民会
館にて行われた、2019-20諸岡ガバナー年度の、実
行委員会キックオフセミナーに参加して参りまし
た。
9：30 登録　※｛目的はロータリアンとしての成
  長とロータリー観の確立です｝　
10：20 （第一部）RLI日本支部ファシリテーター 
 委員長、中村靖治様から講義「ディスカッ 
 ションリーダーとしての基本、スキル  
 アップ」がありました。
12：45 （第二部）2019-20年度「RLI運営実行委 
 員会キックオフミーティング」RLI日本支 
 部第2790地区代表の櫻木英一様から「わが 
 地区のRLI、今後の姿」を15分ほどお話が 
 ありました。
14：00 （第三部）中村靖治様アドバイスによる 
 DL実践体験
 DLとは、ディスカッションリーダーの事 
 。発言量の少ない参加者の意見を引き出 
 す、全体を活性化させていくのがリーダー 
 の役割。
 4チーム×30分×4セッション実践25分研 
 修、アドバイス5分
16：00 セッションについて総評　中村委員長
16：30 終了
RLIとは、ロータリーリーダシップ研究会の事で
す。ファシリテーターとは、何かの事柄を円滑に進
むように動く人の事。これから、9月21日、10月26
日、12月1日、2月1日、3月15日、4月4日、5月30
日、6月20日と、今後の日程も決まっております。

米山記念奨学委員会
「米山記念奨学委員長セミナーについて」

鈴木壮一副委員長
　8/31(日)に『クラブ委員長セミナー』～米山事業
は「絆」「地域社会」「世界」をつなぐ～をテーマ
に120名以上のご登録を頂き開催しました。
　当日は諸岡靖彦ガバナー、（公財）米山奨学会監
事で森島庸吉PG、評議員の得居仁PG、理事の関口
徳雄PG、梶原等ガバナーノミニーより来賓ご挨拶
後、銚子RC金島弘会員製作による第2回米山学友会
世界大会の様子をまとめたDVDの視聴、米山学友
会会員で山武市役所職員サジーワニーさんとサジー
ワニーさんを支える県内の多くのロータリアンの中
で石井弘さん（松戸西RC）の講演等約2時間半のセ
ミナーを盛況のうちに終えました。

　君津クラブも寄付額15000円はもとよりより多く
の特別寄付者を募ってまいりたいと思います。

国際奉仕委員会
「スリランカプロジェクトについて」

大住昌弘委員長
　今年度の活動の一環で、近隣の小中学校の子供た
ちに対して、君津ロータリークラブのスリランカ向
けの国際奉仕の理解活動と関連する図書の贈呈を進
めています。
　既に、君津中、周西中、周東中、周南中、周西南
中、周西小の校長先生などにお会いしていますが、
図書は総合学習や道徳の教材として活用したいとい
う学校もあります。そのうちの1冊「敗戦後の日本
を慈悲と勇気で支えた人」の著者の野口芳宜氏は、
君津市出身で中小学校、小糸中学校の卒業者で地域
になじみのある方で、この本は回覧した図書の推薦
文にある通り、第2次大戦後の日本の独立に貢献し
たスリランカのジャヤワルダナ大統領について分か
り易く説明しています。
　会員の皆さんには、1口1万円で募金をしていた
だき、その代わりにこの本とコスモス奨学金代表者
である鈴木康夫氏の「仏教の息づくセレンディップ
なスリランカ」を贈呈いたしたいと考えています。
是非、ご協力ください。

プ　ロ　グ　ラ　ム
外部卓話「交通情勢及び交通事故防止について」

君津警察署交通課　髙橋智典交通課長
　本年は9月1日現在、概数で
はありますが県内での事故死
者数98名、昨年比－13名で、
昨年よりは死亡事故は大幅に
減少していますが全国ワース
ト1位と危機的な状況になって
います。ちなみに、全国ワー
スト2位は神奈川県で93名、3
位は愛知県で91名であり、千
葉県が独走している状況です。
　ちなみに、昨年の同時期は全国ワースト3位だっ
たので、交通死亡事故に歯止めが掛からない状況で
あるか、お分かりいただけると思います。
　また、君津市内の状況を見てみますと昨年、君津
市では人身事故の発生は304件、負傷者392名、死
亡事故は0件であり、一年をとおして死亡事故の発
生がなかったというのは、君津警察署が開署以来、
初めてのことでした。
　本年、君津市内では、9月1日現在で、概数とな
りますが
　人身事故 201件 前年比　－35件



　死者  2人 前年比　＋2人
　負傷者 241人 前年比　－58人
　物件事故 1538件 前年比　－126件
と、死亡事故が2件発生しています。
　死亡事故の概要について説明しますと、1件目
は、1月22日13時33分頃、君津市平山地先で発生し
ました。運転手は48歳の男性で大型トレーラーを
運転し、国道410号の左カーブを進行中、車両を対
向車線に進出させ、横転しながら道路脇に設置して
あったガードレールと電柱に衝突した事故になりま
す。この事故で、運転手の男性が亡くなりました。
事故の原因は、現在も捜査中ですので断定はできま
せんが、スピ―ドの出し過ぎである可能性が高いと
みて捜査しています。
　2件目は、3月24日7時57分頃、君津市笹地先で発
生しました。運転手は63歳の男性で普通乗用車を
運転し、千葉鴨川線の直線道路を進行中、車両を対
向車線に進出させ、橋の欄干に衝突した事故にな
ります。この事故で、運転手の男性が亡くなりまし
た。事故の原因は、スピードの出し過ぎ等である可
能性が高いとみて捜査しています。
　いずれも、カーブが続く山道で発生した事故とな
り、事故の原因は、スピードの出し過ぎや脇見運転
が原因と考えられます。
　そして、最近の事故の特徴として、高齢運転者が
関係者となる事故が多く発生しています。
　高齢者が加害者、被害者の両方にならないために
気をつけてもらいたいことがあります。
　まず、被害者にならないためには、明るい服装、
反射材をつけることです。その他には、道路を横断
するときは、横断歩道を横断することです。少し遠
くても、横断歩道を渡りましょう。
　また、加齢とともに、反射神経や距離感覚等の認
知機能も衰えてきます。自分では認識していなくて
も、確実に若い頃とは違いますので、まず、身体機
能の衰えを認識することが大切になります。
　しかし、現実を受け入れするには時間がかかると
思いますので、アドバイスがあります。それは、ド
ライブレコーダーの画像を確認し、どの様な運転を
しているかを自身で確認することです。急ブレーキ
や一時不停止等の状況が確認できるかもしれません
し、運転について考えるきっかけになると思いま
す。
　また、市内で発生している交通事故の大部分は、
駐車場や交差点での信号待ち等、ちょっとした油断
と不注意から発生することが多くなっています。駐
車場においては、駐車スペースを探しながら、信号
待ちでは、助手席の荷物をいじりながら等、進行方
向の安全不確認が原因となっていることが、非常に
多くなっています。

　君津警察署では、交通事故の総量抑止を本年の目
標とし、署員一丸となって各種取組を推進していま
す。
　続きましては、昨今、世間を騒がせている「あお
り運転」についてお話しします。みなさんは、「あ
おり運転」と呼んでいますが、これは、通称名で
す。イラストにあるような車間距離不保持等の一連
の危険な行為全てが含まれます。いずれの違反も、
普通車の場合、違反点数は1～2点、反則金は3千円
～9千円となります。
　しかし、執拗な危険運転を繰り返した場合、交通
違反ではなく，刑法の「暴行罪」が適用されたケー
スもあります。暴行罪（刑法208条）は、暴行を加
えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年
以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若
しくは科料に処する。となっており、交通違反より
重い処分が科されます。
　もし、皆さんの周りの方が、運転中つい「カッ」
となっても、深呼吸し、落ち着いて運転するように
しましょう。
　次に、あおられた時の対処要領について説明しま
す。
　もし、同乗者がいる場合は、同乗者の方に110番
通報してもらいましょう。運転手は運転に集中して
ください。
　同乗者がいない場合は、緊迫した場面で携帯電話
を操作すると交通事故を起こす場合もありますの
で、左に車線変更し、コンビニに避難する等、安全
な場所で110番通報をしましょう。
　また、110番通報の際は、あおられた場所、時
間、相手の車の特徴、運転手の特徴について伝えて
下さい。
　このようなトラブルに備えて、ドライブレコー
ダーの設置も検討することをお勧めします。今のド
ライブレコーダーは画質も奇麗ですし、音声もよく
録音されています。
　一昔前と違い、性能が飛躍的に向上していますの
で、あおり運転だけではなく、交通事故に遭った時
にも証拠資料として活用できます。
　次に、特殊詐欺の傾向について説明します。
　本年、君津警察署管内における電話de詐欺被害に
ついては5件となり、被害額は470万円となってい
ます。手口としては、オレオレ詐欺から2件、架空
請求が1件、詐欺盗が2件となっています。
　千葉県内では、未だ831件の発生があり、被害総
額は約13億5千万円にのぼります。
　電話de詐欺の手口として多い事例を紹介します。
　まず、1つ目は、犯人が警察官や市役所職員、銀
行等の金融機関職員になりすまし、巧みな話術で口
座の暗証番号を聞き出した上、キャッシュカードや



通帳をだまし取っていくものになります。
　2つ目は、「未納料金があるから訴訟を起こす。
すぐに連絡してほしい。」等と記載された葉書を郵
送し、訴訟回避等の名目で現金を振り込ませるもの
になります。
　これらの手口は、オレオレ詐欺、架空請求詐欺と
言われています。
　皆さまも、色々な場面で耳にしたことがあるかと
思いますが、警察を含めた公的な機関が口座の暗唱
番号を尋ねたり、示談等の仲介をすることはありま
せんので、金銭を要求するような文言があった場合
は、詐欺であることを疑ってください。
　また、このような詐欺の前兆電話等があった場合
は、警察に連絡をしていただき、相手の声や電話番
号等を伝えてください。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 髙橋様、本日は来訪ありがとうござ

います。又、卓話ありがとうござい
ました。

武田富士子 君津警察署髙橋交通課長、貴重な卓
話ありがとうございました。私も先
日、免許の書替えに幕張までいっ
てきました。残念な事に2時間講習
（違反講習）を受けて来ました。交
通事故のワースト3の中に毎年千葉
県が入っているとの事でした。我社
の保険割引72%なのに。…私が違反
講習はダメですよね。反省!!

大住　昌弘 9月に入りましたが、まだまだ残暑
は続きますが、ご安全に!9月は、誕
生日、お祝いいただく月です。有難
うございます。

猪瀬　　浩 誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。髙橋交通課長様、交通安全
に関する講話ありがとうございまし
た。日頃より安全運転を心掛けてい
きたいと思います。

楠原　義章 先週のニコニコBOXで、「今週末
はWIFEと誕生日プレゼントを買い
に」と書きましたが、土日ともに休
日出勤となってしまい実現しません
でした。平謝りして今週改めてプレ
ゼントを買いに行きます。（フンパ
ツして下さい）

吉田　雅彦 髙橋交通課長様、貴重なお話ありが
とうございました。本日のお話を受
けて、社内での交通安全を朝礼にて
伝播して、より一層意識を高めてい
きたいと思います。

黒岩　靖之　 君津警察署髙橋交通課長様、貴重な
卓話ありがとうございました。

福田　順也 君津警察署交通課髙橋交通課長、卓
話ありがとうございました。

宮嵜　　慎 君津警察署交通課長髙橋様、貴重な
卓話ありがとうございました。

早見　秀一 君津警察署髙橋交通課長、ようこそ
君津RCへ。貴重な卓話ありがとう
ございました。

大川　裕士 君津警察署交通課長髙橋智典様、卓
話ありがとうございます。秋の全国
交通安全運動が、9/21（土）から
始まります。スローガンは"身につ
ける夜道のお守り反射材"です。交
通安全、交通マナーについて改めて
考える機会にしたいと思います。

赤星　哲也 髙橋交通課長様、卓話ありがとうご
ざいました。感謝申し上げます。

芝﨑　　均 髙橋交通課長、卓話ありがとうござ
いました。

村上　　進 皆様こんにちは。髙橋交通課長、卓
話ありがとうございました。交通安
全に努めます。

隈元　雅博 君津警察署交通課長髙橋智典様、本
日はありがとうございました。君津
地域及び千葉県下の安心安全の為、
これからもどうぞよろしくお願い致
します。我々も世界平和と地域貢献
の為、ロータリー活動を頑張りま
す!

坂本　直樹 髙橋交通課長様、本日は貴重なお
話をありがとうございました。"安
全は全てに優先する"をテーマとし
て、今後も交通安全に努めます。

髙橋　雄一 席順抽選にて、「あたり」をいただ
きました。今年の運は、使ってし
まったような…。君津警察髙橋交通
課長様、卓話ありがとうございま
す。

剱持　純一 髙橋交通課長、本日は卓話ありがと
うございます。交通事故撲滅の為、
今後も更なるご活躍をご期待してお
ります。

内山　雅博 髙橋交通課長、卓話ありがとうござ
いました。当行もアルコールチェッ
カーを導入すべく検討中です。

秋元ゆかり しばらく、スイッチが入らずでジム
も行けてなかったのですが、やっと
スイッチが入りました。やはり筋ト
レは気持ちがいいですね。貯筋大事



ですね。
篠塚　知美 弊社のNo.2が、半年前より体調不

良が続いています。きっかけは、好
意ある女性に撃沈してしまったこ
とですが、半年で39度の発熱5回、
1週間は熱が下がらないという病状
です。病院に行っても、ただの風邪
と診断、精密検査も問題なし。何か
にとりつかれているようにも思えま
す。一度、人見神社の宮嵜会員にお
祓いをお願いしようと思っておりま
す。その時は、どうぞ宜しくお願い
します。

倉繁　　裕 先般、冷蔵庫が故障した際、最近、
扉にガラス製のものがあることを知
りました。一部は、スティールの上
にガラス貼り付けタイプもあります
が、全面ガラス製もあります。ま
だ、厚みが厚く、スティールより重
いですが、鉄以外の素材が美麗等の
理由で家電に進出しています。後
日、やはり、スティール扉の冷蔵庫
を購入しました。

中村　圭一 本日の例会は、第2,100回との事。
そして9月の第1例会です。切りの良
い例会を機会に、これまでの悪い流
れは断ち、良い流れに持ち込んでい
きたいものです。

鈴木　壮一 8/31に開始された米山委員長セミ
ナーのご報告をさせて頂きました。
来週は、米山学友会という奨学生を
卒業した方々主催の、BBQが9/7に
あります。ふるってご参加下さい。

佐々木昭博 私も実行委員として携わっている、
10/5開催の「君津ウルトラマラソ
ン」まで残すところあと1ヵ月と
迫って来ました。君津市を代表する
行事に育てる為にも、まずは今回の
プレ大会をケガの無いよう、シッカ
リと執り行いたいと思いますので、
皆さんのご協力も宜しくお願いしま
す。

大森　俊介 今日は、かずさマジックの応援の
為、早退させて頂きます。

大木　建樹 明日、日銀面接頑張ります。
内藤　智介 佐々木さん、看板ありがとうござい

ます。非常に満足しています。又、
今日から娘が秋元さんの美和幼稚園
に転入しました。待機児童難民にな
らずにホッとしています。

宮本　茂一 先週の火曜日、吉野会員と二人で
RLI実行委員会のキックオフセミ
ナーに出席してきました!!朝から夕
方までの授業で学生時代よりまじめ
に受けました!!この年になって"どう
かしている"と思います。

大浦　芳弘 土曜日は社のゴルフコンペでした
が、蒸し暑さに罰ゲームのような状
況でした。今年もコンペ等でゴルフ
に参加していますが、とっても暑い
か、とっても寒いか、土砂降りかと
いうような最悪の天候で、清々しい
空気の中でのゴルフはほとんど出来
ていません。これも気候変動の影響
なのでしょうか。引き続きロータ
リー活動を頑張ります。


