
例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880

2019～2020年度

国際ロータリー会長　マーク・ダニエル・マローニー
ガ   バ   ナ   ー　諸　岡　靖　彦
ガ バ ナ ー 補 佐　小　川　義　則

会　  　　  長　内　山　貴美子
会長エレクト　荒　井　潤一郎
副　  会　  長　中　村　圭　一

幹　　　事　武　田　富士子
編　　　集　谷　口　弘　志

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

令和2年2月  第2例会   曇

開 始 点 鐘
Ｒ ソ ン グ
四つのテスト

内山貴美子会長
我らの生業
早見　秀一会員

例会数 会員数 対象者 出席率出席 欠席

前々回の修正 メークアップ　5名

％

％
％

【 出 席 報 告 】　免除者3名　休会0名

2116
2115

58
58

55
55

33
39

22
16

60.00
70.91

65.45

（敬称略）

Vol. 24　Ｎｏ.2116　　2020.2.10

会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　先日、出前授業、地区大会に参加されました皆様
お疲れ様でした。
　私は、武田幹事と前日から宿泊で参加してまいり
ました。
　これはガバナー主催の晩さん会の後2月29日土曜
日開催されますIMで何をするのかを話し合おうと
いう、小川ガバナー補佐の提案でホテルを予約しま
した。しかし、この話し合いの前に、この前の災害
について各クラブから発表するということで福田副
幹事にお願いすることに決まりましたので親睦会と
なってしまいました。でもロータリーを共に語り十
分ディスカッションすることもでき、又素晴らしい
仲間と知り合える良い機会を得ることができたと思
います。
　さて、私はアパホテルに泊まったのですが、一寝
して目が覚めたら2時過ぎで大浴場にも行けず、ホ
テルにおいてあったアパホテル元谷芙美子女性社長
の本が目に留まったので読んでみました。
　アパホテルはAlways Pleasant Amenity「いつも
気持ちの良い環境を！」という意味だそうです。
　そして「頂上中期5ヶ年計画Summit5」を掲げて
います。これはロータリークラブに対して変化する
地域のニーズを受け止めるクラブの基盤を作るた

めの3～5年先の近未来を展望する「クラブビジョ
ン」を構想し、クラブがその実現を目指して「クラ
ブ戦略計画」を立案しているロータリーの思いと共
通すると思います。
　事業とはテーマパークのようなもの。期間限定の
博覧会ではなく継続的に地域の活性化に貢献する
テーマパークである。ホテル事業は地域の人々を社
員として雇用しながら観光やビジネス客を誘致する
ことで地域発展に二重に貢献できる。
　又、すぐに成績に直結しなくても種まきをしてお
かなければ、その先花が咲くことはないとありまし
た。これもまさしくロータリーの向かう方向と同じ
であると思いました。
　今回の地区大会に参加して、大会だけではなく又
新しい発見ができました。ハワイの国際大会にも参
加して何かを得てきたいと思います。皆さん、なる
べく多くの行事に参加して仲間を増やし共につなぐ
手を増やしましょう！

報　　告
１．第8回理事会が2月3日(土)に開催されましたので報

告を致します。
　1）会計報告　異議なし
　2）例会場受付けのネーム用アクリル板の修繕費用

　 について
　　ネーム用アクリル板については、タイヤを大きく

　し、磨きもかけてもらい修繕する。
　　テーマ旗を掲げるための板も老朽化しているので

　新しく作る。
　3）スリランカプロジェクトについて
　　＊現地訪問したところ、寄贈予定の浄水器は、新

　　しく寄贈する地域には、機能を果たせないと思
　　われることから、浄水器にこだわらずきれいな
　　水を確保できる方法を検討する。

　　＊地区補助金を浄水器寄贈で申請しているため、
　　地区と確認しながら井戸の設備設置に変更して
　　いけるか検討する。その際に井戸水にヒ素の危
　　険性はないかも確認する。

　4）週報作成代金見直しについて
　　原稿が多いため、作成に時間がかかる。



　　現在の1部9,000円から15,000円に変更する。
　5）青柳会員今年度末(6月末)で退会
　　 理由：会費は納めているが、例会に出席出来ず､

　　　　行事にも参加出来ないため。
　6）2019年度かずさ市民応援団会員登録更新につい

　て
　　例年通りゴールド会員で更新する。
　7）その他
　　理事会開催予定：3月2日(月)
　　　　　　　　　 例会前 11時30分～　

２．2月6日(木)に周西南中学校にて開催された、第4回
周西南中学校区学校運営協議会に岡野会員が出席
されました。お疲れ様でした。

３．2月7日(金)に周西小学校にて出前教室が開催され
ました。参加された会員の皆様お疲れ様でした。後
程、早見副委員長より報告をお願いします。

４．2月8日(土)、9日(日)に幕張にて地区大会が開催され
ました。出席された会員の皆様お疲れ様でした。

　大会1日目に当クラブ3部門について表彰されまし
た。

　本日、バナーと感謝状を回覧致します。
　①100%ロータリー財団寄付クラブ＜バナー＞
　②「EREY」クラブ＜バナー＞
　③End Polio COA＜感謝状＞
　　
５．第2790地区RLI推進会より、2月1日(土)のRLIに出

席された廣田会員に、partⅠ終了証が届きましたの
でお渡し致します。

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(2月号)
３．八重原中学校出前教室のお礼状(講師の方へ)
４．周西小学校の出前教室の写真
５．抜萃のつづり

〈報　告〉
１．2月15日(土)～16日(日)の一泊二日でRYLAセミナー

が開催されます。
　場所：岩井海岸　甚五郎
　出席：地区RYLA委員長　黒岩会員、
　　　 地区RYLA委員　内藤会員、
　　　　RYLA実行委員　佐々木会員、
　　　　参加ロータリアン　宮嵜会員、
　　　 参加青少年
　　　 徳山ビルサービスの坂井様、中野様、礒﨑様

　　 計7名
　　　　宜しくお願いします

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報
３．地区大会にて受賞したバナーと感謝状
３．2019-2020年度ロータリー手帳の予約

委　員　会　報　告
ロータリー財団委員会
地区補助金管理セミナーについて

宮嵜　慎 次年度R財団委員長

　2月2日土曜日三井ガーデンホテル千葉で行われ
ました。内山会長と私の2名で出席して参りまし
た。ガバナー、ガバナーエレクト、現委員長、次年
度 委員長の挨拶があり、セミナー内容と致しまし
てはポリオプラスへの参加への重要性と次年寄付の
推進と併せて地区補助金の活用の推進といったもの
でした。
　報告している本人が、よく分からないままでの報
告で申し訳ありません。今後勉強したいと思ってい
ます。以上報告を終わります。ありがとうございま
した。



職業奉仕委員会
周西小学校の出前教室について

遠田　祐治委員長
(発表：早見　秀一副委員長)

日時：令和2年2月7日(金)　講座：8講座
①「電気をつくる仕事」
　君津共同火力㈱／原田会員
②「知ってそうで知らない？ 鉄のすごさ！」
　日本製鉄㈱君津製鉄所／楠原会員
③「水をきれいにする仕事」
　日鉄環境㈱／赤星会員
④「製鉄所内のエコな仕事」
　㈱テツゲン／遠田会員
⑤「病院で働く人」
　玄々堂君津病院／永嶌会員
⑥「情報通信技術と建設業」
　㈱宮本組／宮本会員
⑦「溶接でスクラップロボを作ろう」
　協立工業㈱／中野会員
⑨「クレーン車って何」木信産業㈱／黒岩会員

　終わりの会で、内山会長よりご挨拶、国際奉仕委
員会の大住委員長による国際奉仕活動の紹介を実施
しました。また、生徒および校長先生からお礼の言
葉をいただきました。
　写真撮影に小幡会員にも来ていただきました。あ
りがとうございました。
　また、同日に君津中央公民館学校支援事業に楠原
会員のご協力により、日本製鉄㈱の高橋様に授業を
実施して頂きました。こちらには、次年度職業奉仕
委員長の早見会員と事務局の髙島さん、私(遠田委
員長)で出席してきました。ありがとうございまし
た。
　これで今年度の出前授業もすべて無事終了いたし
ましたので、3月2日(月)の例会にて出前教室のご紹
介及び感想を講師の方に発表して頂きたいと思いま
す。各講座お1人代表の方にご出席頂き発表をお願
い致します。

公共イメージ向上委員会
ロータリーの友紹介

篠塚　知美会員

　ロータリーの友　2月号の発表をします。
　横版からですが、3ページは、「会長のメッセージで
す。6行あたりにロータリーの理念である「超我の奉
仕」とあります。我を超える奉仕。私の師匠からも、
「行為と善意は、与えっぱなし」という言葉で、教わり
ました。未だになかなかできないです。。。理念は同じ
だと思いました。
　7ページからは、離島でのロータリー活動の報告が記
載されていました。「奄美大島RC」「利尻RC」「石垣
RC」「隠岐西郷RC」「対馬RC」「小豆島RC」の会員
数や活動内容の紹介されています。9ページに記載さ
れている利尻島は、人口約4,400人。会員数は、19人。
人口が少なくても、RCの理念のもと、独自の活動をし
ています。個人的には、沖縄にはまだ訪れたことがな
いので、きれいな海を見ながら、のんびり泡盛を飲ん
でみたいなと思いました。
　16ページからは、2019年11月に38年ぶりに来日した
ローマ教皇が長崎を訪れた記事が記載されています。
16ページの左下に被爆校である鎮西学院高校の内山
さんが核兵器廃絶の著名を平和大使としてバチカンを
訪れ、ローマ教皇へ長崎のかつての惨状を伝え、訪日
の際に、長崎に訪れることを約束したそうです。高校
生の活動が、ローマ教皇長崎訪問という大きな流れに
なったと思うと、やはり想いの強さがローマ教皇の心を
動かしたと思います。
　22ページからは、「ポリオのない世界」の記事が
載っています。ポリオって？何だろう。知らなかったの
で調べてきたら、ポリオとは急性灰白髄炎という呼ば
れる病気で、非常に感染性の高い病気であり、5歳未
満の子供にかかりやすいということです。この病気は、
ワクチン予防が可能で、RCは、世界25億人以上の子供
にワクチンを投与する活動を行っているそうです。こ
れも「超我の奉仕」の理念ですね。
　次は、縦版です。
　77ページ。「バリアってなんだろう」。この記事に登
場する松森さんは、人生の途中で、耳が全く聞こえな
くなりました。耳が聞こえなくなったことにより、人と
のコミュニケーションが大変だと考えがちですが、聞
こえる人達が聞こえない人たちにコミュニケーションを
持たないから「バリア」があるんだということが書かれ
ています。75ページの「ユニバーサルデザイン」と「バ
リアフリー」の考え方の違いが載っています。バリアフ
リーは、現在の環境からバリアをなくしていく考えだ
が、ユニバーサルデザインは、はじめからバリアを作ら
ない発想です。こういう発想のもと、社会環境を形つ



くっていけば、可能な限り、多くの人が楽しめるような
社会になると思います。
　以下、時間なので、全ては紹介できませんでした
が、時間がある時に目を通してください。以上で、発表
を終わりにします。

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話
君津RC地区補助金プロジェクト「スリランカの子
供たちにきれいな水を」経過報告

大住　昌弘委員長

スリランカ訪問について
～コスモス奨学金の里親さん達
と～
2020年1月11日(土)～21日(火)

　先月11日(土)に日本を出発し、
内山さんは業務上14日(火)早朝
帰国、大住は浄水器贈呈式の関
係で21日(日)帰国したが、12日
(日)現地でのコスモス奨学金授与式には総勢28名の奨
学金関連日本人が集結した。内山さんは今年から5人
の里子さんのお世話をされ、今回、授与式で全員と会
うことができた。ある里子さんの母親がその翌日に重
病で入院する予定にもかかわらず、内山さんに会うた
め授与式に参加し、涙を誘う場面もあった。
　前回同様、ほとんどの日程が各地での奨学金授与式
と里子さんたちの自宅訪問の時間にあてられ、観光す
ることはできなかったが、これまで浄水器を贈呈した
学校を訪問し、日常の管理体制など確認することがで
きた。また、これまで訪問したポロンナルワにも比して
水環境の悪いアヌラーダプラを初めて訪問し、これま
での簡易浄水器ではなく本格的な浄水設備の対応が必
要と実感した。

＜主要な日程は以下の通り＞
1月11日(土)　11：20成田発→17：50コロンボ着
　(時差＋3.5時間含み10時間)
　(空港に、アマラワンサ師、メルビン氏、里子の少年
　1、少女5名出迎え)
　・ガンパハのホテルに移動し、先発組13人と合流　
　（ガンパハ泊）
1月12日(日)
　・ガンパハ近郊のスリ・プンニャワルダナラマヤ寺院
　　(コスモス奨学金本部)にて、奨学金授与式参加、
　　里子たちとグループ毎でﾗﾝﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

　・バスにて、参加者を自宅近く(6軒)まで送り
　　(100km南東方向のラージャパクサ国際空港近くの
里　　子宅が最遠方)→(ゴール泊)
　・尚、内山会長は別グループにてガンパハに滞在　
　　し、翌1月13日(月)日本に出発
1月13日(月)
　・ゴールのレストランにて当地域の里子さんやその
　　家族を招きランチミーティング
　　→近くの書店で里子たちの希望する図書・学用品
　　　を購入
　・バスにて、里子宅を訪問(5軒)(ゴール泊)
1月14日(火)
　・ガンパハに戻り、ホテルのレストランにて里子さん
　　達とランチミーティング
　　別グループ(鈴木代表達)と合流(ガンパハ泊)
1月15日(水)
　・出発前、早朝よりホテルにて結婚式ありしばし式
　　場内を見学、撮影
　・里子宅訪問後、帰国する方々を空港に送り　
　　 (ガンパハ泊)
1月16日(木)
　・ワゴンにて北上し、クールネガラ地区の里子さん
　　宅訪問(3軒)
　　一部の里子に連絡付かず学校訪問
　・ポロンナルワのホテル着(大きな湖のほとり)
1月17日(金)
　・ポロンナルワのお寺にてコスモス奨学金授与式、
　　浄水器の贈呈(お坊様手作りの昼食)
　・昨年、浄水器を贈呈した学校に使用状況調査
　・学校近くのお寺に電機浄水設備あり、見学・使用
　　状況ヒアリング
　・里子宅訪問(2軒)、飲料水事情調査(高価な浄　　
水器設置)
　・シーギリヤのホテル着
1月18日(土)
　・アヌラーダプラの奨学金授与式
　　(お坊様手作りの昼食)
　・勝浦ロータリークラブがグローバル補助金で寄贈
　　した電機浄水設備見学
　　→里子宅訪問(7軒)(キャンディ泊)
1月19日(日)
　・キャンディの奨学金授与式(お坊様手作りの昼食)
　　→里子宅訪問(2軒)、飲料水事情調査(水道敷設地
　　　域･･･長時間断水あり)
1月20日(土)
　・食糧補助のお米購入
　　→里子宅訪問、飲料水事情調査(自宅に井戸あり
　　　個人で掘削)
　19：50コロンボ発→18日(木)7：30成田着
　(時差-3.5時間含み8時間)



＜コスモス通信大住寄稿文より＞
　コスモス奨学金の皆さんとのスリランカ訪問は一昨
年に次いで2度目となる。前回は現地泊4泊であった
が、今年は浄水器の授与式が後半だったこともあり9泊
となり、体調が持つのか心配だった。鈴木先生や野口
先生は毎年、2週間以上もぶっ通しで主催者の立場で
行動されており、それまでの準備も含めてのことを考
えると頭が下がるばかり。安全なホテルの手配や事前
準備などメルビンさんのおかげもあり、無事帰国でき
たことにコスモス奨学金幹部の皆様に感謝申し上げた
い。
　今回も里親さんたちとご一緒させていただき、里子
さん宅を訪問させて貰ったが、貧しい厳しい家庭環境
の中で、親子、兄弟が助け合って、また、里子さんが将
来国を支えるような立派な人間を目指す努力には、頭
が下がる。里親さんたちもそうした姿に安心し応援し
たいと思われるとともに、まだまだ不安な生活を抜け
きれない状況にもどかしさを感じられているようだ。自
分も里親さんたちとは違った立場で、是非、この子た
ちを応援したいと思う。
　今回訪問させていただいたテーマの一つは、コスモ
ス奨学金を通じて学校に寄贈させていただいた浄水器
がどう使われているか、フィルターの交換などその機
能をちゃんと果たせるようにどう管理していけばよい
のか、現地のコスモス奨学金の支部(お寺)などの支援
体制など検討することであった。1校しか確認できな
かったが、清掃も十分でフィルターも先生方が適度に
交換いただいているようで、安心した。今後、交換周
期が長く入手しづらいカートリッジも含めお寺に備蓄
をしていただき、里親さんたちが里子さん宅に寄贈し
た浄水器についても対応できる体制を整えることがで
きれば、安心だ。お店で買うと購入代金が必要だが代
わりに少額ながらもお布施という形でお寺に収めてい
ただければ、自力で管理していくという形になり良い
かと思う。合わせて、農薬や塩分の強い地域もあり、
本格的な浄水設備を1基でも用意できないか、急ぎ検
討中である。





ニコニコＢＯＸ
内山貴美子　　出前教室、キャリア教育、地区大会

に参加されました皆様お疲れ様でし
た。遠田様、これで出前教室すべて
終了して良かったです。お世話にな
りました。大住さん、スリランカプ
ロジェクトあと少しです。宜しくお
願いします。

武田富士子　　地区大会にご参加くださいました会
員の皆様、お疲れ様でした。

　　　　　　　とても有意義な大会でした。その大
会において良い発見を早見会員がし
ました。会長と幹事のタスキ、本日
右から掛けました。成田の会員さん
が大会で、おもてなしをしてくださ
りました。その成田の会員さんが全
員右肩より掛けていたと言う事で
す。本日、会長と私はその掛け方を
しましたが、どちらが正しいので
しょうか。左掛けは、左胸につけた
ロータリーバッチなどが隠れてしま
うので、右掛けの方が良いのではな
いかとの事です。どちらでも良いと

思われますが…。君津RCとして統
一したいですね！！ご意見ください
ませ。皆様から見た目はどうでしょ
うか。

荒井潤一郎　　例会前の新理事会お疲れ様でした。
少しずつ、新理事会も増えると思い
ますが、宜しくお願いします。あ
と、2回目の当たりをいただきまし
た。ありがとうございました。

内山　雅博　　大住委員長、卓話ありがとうござい
ました！

秋元ゆかり　　大住委員長、卓話ありがとうござい
ました。

大住　昌弘　　最近、中国/武漢発のコロナウィル
スの世界各地での地滑り的な流行
で、マスクや消毒剤が本当に必要な
ところに行き届かないとか。スリラ
ンカでは日頃マスクの習慣がなく、
在庫がほとんどないので一箱5万円
以上するとの話もあり。「使い捨て
マスク」を洗濯しても良いかという
問合せも多い様ですが、皆さんどう
思いますか？マスクより、まずは手
洗い・うがいが重要で、小まめに消
毒しましょう。ご安全に！

篠塚　知美　　大住会員、素晴らしい卓話ありがと
うございます。今回、「ロータリー
の友」初めての発表でした。ロータ
リーの友をこんなに隅々まで読んだ
ことは、正直初めてでした。「超我
の奉仕」、すぐには出来なくても常
に心に留めておくことが大切です
ね。頑張ります。

村上　　進　　皆様こんにちは！！大住委員長、卓
話ありがとうございました。本日の
新理事会に遅刻してしまい申し訳あ
りませんでした。次回はちゃんと出
席します。

谷　　浩司　　新型コロナウイルスの影響で、業務
用のマスクも入荷未定となってしま
い、いつ流通が元に戻るのか心配で
す。中国で生産している物が、入っ
てこなくなってしまった為、今後、
他の商品への影響が出ないか不安で
す。アンテナをしっかり立てて、情
報をいつでもキャッチできるように
していきます。

谷口　弘志　　大住委員長、会員卓話ありがとうご
ざいました。また、昨日の地区大会
に出席された皆様、大変お疲れ様で



した。ローターアクト、インターア
クト、米山奨学会、青少年交換、学
友会の活動がそれぞれ活発に行われ
ているのを再認識しました。

早見　秀一　　昨日の地区大会に参加された会員の
皆様、大変お疲れ様でした。さて、
4つのテストの続きですが、残念な
ほうは男子マラソンも当選していた
のですが、皆様ご存知の通り札幌開
催となり、チケット払い戻しとなる
ようです。

黒岩　靖之　　今週の土日、RYLAセミナーを開催
します。クラブからの参加者(青少
年、ロータリアン)宜しくお願いし
ます。出前授業の写真頂きました。

廣田　二郎　　2/9地区大会参加の皆様お疲れ様で
した。

楠原　義章　 先週の2/7で、合計3回の出前授業を
無事終えることが出来ました。講師
側の自分も良い経験になりました。
勉強の意味で、次年度は部下にやら
せたいと思っています。

吉田　雅彦　　大住委員長、卓話ありがとうござい
ます。新型コロナウィルスの収束
ゴールが一日も早く見えることを願
います。

前田　　亮　　ご無沙汰しております。年始早々い
ろいろありまして…。安定して出席
できるよう、本業を含め頑張って参
ります。

宮嵜　　慎　　皆様お久しぶりです。大住さん、貴
重な卓話ありがとうございました。
又、出前教室の奉仕活動お疲れ様で
した。これからもロータリー活動頑
張ります。

佐々木昭博　　昨日は地区大会に出席させて頂きま
した。スーツがかなりきつくなって
来たので、ダイエットします！明日
から。

坂本　直樹　　大住会員、貴重な卓話をありがとう
ございました。あたりまえのように
普段使っている水もその“あたりま
え”に感謝です。

薮　　　武　　中国OEM先工場の多くが今日から
操業再開の予定です。順調に生産出
来れば良いのですが。感染者が出た
場合、その村は完全封鎖になるそう
です。

芝﨑　　均　　周西小学校の出前教室に参加された
皆さん、大変お疲れ様でした。

永嶌　嘉嗣　　昨日の地区大会に参加された方々、
ご苦労様でした。大変有意義な会で
あったと思います。

大森　俊介　　大住委員長、大変お疲れ様です。
大木　建樹　　来週、冬休みにてロータリー休ませ

ていただきます。よろしくお願いし
ます。

隈元　雅博　　大住会員、素晴らしい卓話をありが
とうございました。これからも地域
貢献と世界平和の為にロータリー活
動を頑張ります！

髙橋　雄一　　出前教室、学校支援授業に参加され
た会員の皆様、お疲れ様でした。ま
た、地区大会に参加された会員の皆
様、大変お疲れ様でした。

大浦　芳弘　　先週末から寒い日が続いています
が、今週後半は15℃以上の暖かさに
なるとの予報です。体調管理に努め
ましょう。新型コロナウィルス対策
の手洗い、アルコール消毒及びうが
いも忘れずに！本日は、所用のため
早退させていただきます。



①「電気をつくる仕事」
　君津共同火力㈱／原田会員

②「知ってそうで知らない？ 鉄のすごさ！」
　日本製鉄㈱君津製鉄所／楠原会員

③「水をきれいにする仕事」
　日鉄環境㈱／赤星会員

④「製鉄所内のエコな仕事」
　㈱テツゲン／遠田会員

⑤「病院で働く人」
　玄々堂君津病院／永嶌会員

⑥「情報通信技術と建設業」
　㈱宮本組／宮本会員

周西小学校の出前教室の様子（令和 2 年 2 月 7 日）



⑦「溶接でスクラップロボを作ろう」
　協立工業㈱／中野会員

⑧「クレーン車って何」
　木信産業㈱／黒岩会員

⑨閉講式(内山会長挨拶)

⑩閉講式(大住国際奉仕委員長／国際奉仕活動紹介)




