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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆さん、今月は平和と戦争予防紛争解決月間で
す。
　先日、木更津航空自衛隊から武田幹事が表彰され
るということで写真撮影係？として表彰式に同行さ
せていただきました。ボリューム会という自衛隊さ
んを応援する会に所属しているため、他の自衛隊に
はお邪魔したことがありましたが航空自衛隊は初め
ての訪問でした。
　昼食会時に前の政府専用機の会議室の椅子とテー
ブルのある部屋で食事をすることで官僚になった気
分で大変優雅に食事をすることができました。これ
も武田幹事のお陰です。
　航空自衛隊は、これから宇宙へも守備の範囲を拡
大していくそうです。宇宙での活動は主に宇宙ゴミ
の監視や、宇宙施設への他からの攻撃監視を強化し

ていくとのことでした。戦闘機などは飛んでいると
きには体にGが9もかかり、身体には大変な負担も
あるそうです。まさに命がけです。
　航空自衛隊といえばブルーインパルスが有名で
す。戦争のイメージよりもオリンピックの式典の時
に五輪のマークを描き、世界の平和を願う飛行機の
イメージが皆さんの中にもあるのではないでしょう
か？私も今年の東京オリンピックには是非肉眼で見
てみたいと思います。
　同じものでも使う人によって良くも悪くなるもの
は、戦闘機だけではなく、原子力や武器や薬も同じ
です。でもこれを使うのは私たち人です。
　戦争は宗教の違い、水、領土等の権利等様々な理
由から起こります。私たちは自衛隊員のように現場
に出て活躍することはできません。でも、このよう
な争い事をしないような平和な心を持つ人を育てる
ことはできます。これはロータリーの使命であると
思います。
　何気なく毎日を平和に過ごせるのも、私たちを災
害や紛争から守ってくれる自衛隊の皆さんのおかげ
であることに感謝しながら、少しでも自分たちにで
きる世界平和を目指したいと思います。どうぞ、皆
さんご協力よろしくお願いいたします。

報　　告
１．2月15日(土)～16日(日)の一泊二日でRYLAセミナー
が開催されました。当クラブからは、地区RYLA委員
長の黒岩会員、地区RYLA委員の内藤会員、RYLA
実行委員の佐々木会員、参加ロータリアンの宮嵜
会員、㈱徳山ビルサービスの坂井様、中野様、礒﨑
様、計7名が参加しました。お疲れ様でした。3月16
日(月)の例会にて、参加された皆様より感想を発表し
て頂きます。よろしくお願いします。



幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．周西小学校出前教室のお礼状(各講師の方へ)

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜木更津RC＞
　　日時：3月19日(木)　休会
　　理由：クラブ定款第8条第1節C項による

２．2月23日(日)、会長エレクトセミナーが開催されま
す。
　　場所：TKPガーデンシティ千葉3階
　　登録：13時30分(点鐘：9時30分)　
　　出席：荒井会長エレクト

３．2月29日(土)、第5グループのインターシティーミー
ティングが開催されます。
　　場所：ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル
　　受付：13時30分～(点鐘：14時)
　　出席：内山会長、武田幹事、秋元秀夫会員、
	 　　　		吉野会員、荒井会員、福田会員、
　　　　		小幡会員、黒岩会員、鈴木会員、
　　　　		岡野会員、猪瀬会員、佐々木会員、
　　　　		茂田会員、大川会員、髙島　以上15名
						　　		＊当日、福田会員が「水の大切さ」について
　　　　		発表します。

４．3月1日(日)、君津市少年野球連盟総合開会式が開
催されます。
　　場所：君津市民文化ホール(中ホール)
　　時間：13時
　　出席：内山会長

５．次回3月2日(月)の例会にて、今年度開催いたしまし
た出前教室の紹介を各講座の講師の方にお願いして
おります。よろしくお願いいたします。
　なお、ご紹介頂いた内容については、週報に掲載い
たしますので、原稿を当日までにメールにて事務局
までご送付くださいますようお願いいたします。

６．同じく3月2日(月)、例会前11時30分より、第9回定例
理事会が開催されます。理事・役員の方はご出席く
ださいますようお願いいたします。
　また、例会終了後13時30分より、新理事会が開催さ
れます。新理事・役員の方はご出席くださいますよ
うお願いいたします。

〈回　覧〉
１．君津RC週報　　　　　　　　　　　　　　　
２．第5グループ週報　　　　　　　　　　　　　　
３．2020-2021年度ロータリー手帳の予約　　
４．チャリティーコンサートご協力のお願い　　
５．コーディネーターNEWS(3月号)
６．地区大会お礼状
７．RLI(partⅡ)の出欠の案内
８．ハイライトよねやまVol.239

プ　ロ　グ　ラ　ム
外部卓話
君津で学ぶ武道留学生の紹介

君津市スポーツ少年団本部長 本村雅寛様

１．私の自己紹介
　・福岡県柳川市生まれ
　・働きながら日本体育大学卒
　		業
　・新日鐵入社
　　プロセス開発室から労働人
　		事室厚生事業部	
　・千葉国際高校PTA副会長
　　(元)
　・君津市スポーツ少年団本部
　　長
　・NPO法人世界武道連盟風林火山代表
　　Japan	Karate　検索世界１位、年間2億以上
　・代々木体育館、東京武道館にて開催の全国、
　　国際武道空手道交流大会代表
　　主催：武道空手道交流会
　　役員：麻生太郎衆議院議員　他　
　・受賞記録
　　毎日新聞社賞、産経新聞社賞、
　　デーリースポーツ賞、東京中日新聞賞、
　　麻生太郎賞、君津市長賞　他
　・趣味
　　作詞(あしたのジョーCD制作)、
　　小説創作(講談社Aランク)　　
　　子供に空手道を教えること

２．日本武道文化学院とは
　(1)概要
　　代表：本村雅寛
　　所在地：君津市久保2丁目1番17号丸正ビル2階
　　活動分野：学術・文化・芸術・スポーツ・国際協力
　　学院生：	世界各地より
　　後援：NPO法人世界武道連盟風林火山



　(2)日本武道文化学院を設立した理由
　　私は長い間、指導者の育成や若い生徒たちを相手
　に空手の指導をしてまいりました。海外の若い生徒
　に日本で直接指導する意義について下記の通りの理
　由があり、とても有効的だと考えています。
　　空手道は単なる格闘技や技術の習得ではなく、日
　本の「和」の心を持ち、礼節を重んじる師匠により
　伝えられてきた日本の伝統的な「空手道」であり、
　単純に技術だけを習得するスポーツではないと考え
　ております。そのためには、日本伝統の座禅、華道、
　茶道などの空手以外のものも通じて、精神的な修養
　も効果的だと考えています。また、それらの精神的
　な修養も厳しい空手道に耐えられる心を作ることと
　考えています。
　　「鉄は熱いうちに打て」と申します。若いうちに　
　今回の1年間の長期の研修期間を体験してもらい、
　培った本当の意味での「空手道」「日本」を身に付
　けてもらうことにより、日本と母国の懸け橋になって
　もらう若者を育成していくのが私の使命と考えてお
　ります。

３．スリランカとの関わり
　私がスリランカに行ったのは、内戦が終わった翌年
でした。2010年です。
　以前から交流のあった、日本に研修で来ていたウィ
ジャラツナ先生の招待でした。お金は自腹で行きまし
た。散発的に銃声がありました。しかし、そんなに驚き
はしませんでした。それ以前に、インドとパキスタンの
国境に行ったことがありました。銃撃戦に巻き込まれ、
死にかけたこともあります。面白いくらいにマシンガン
の銃弾の雨でした。もともと、命を懸けて海外に行っ
ていましたので、免疫はあります。特に南アジアでは
空港に降りると、マシンガンを携帯した兵士が100人に
対し、乗客は一ケタと言ったところで慣れています。
私は仕事で行っているわけではありませんので…。死
んだら私の遺体を取りに行くことだけは勘弁してくれ
と息子が言ったことを思い出します。保険に入ってい
くから死んだら金になるというと家族全員から怒られ
ます。
　スリランカの空手の先生ウィジャラツナ氏は、日本の
先生を探していました。ただ、空手の技術を学ぶので
はなく、日本の文化を知りたいという思いが強くあった
ようです。その先生の希望に合ったのが私でした。私
は自分から海外に支部道場を作るという野望はありま
せん。現在、世界に道場がたくさんあります。それは、
世界のみんなの希望により、私が上に立っているだけ
です。ただ、自分が強いと言っている輩には閉口しま
す。
　私は海外の先生の要望に応えることで「日本武道文
化学院」なるものを設立しました。なにせ、新日鉄の

退職者で自営業の勉強をしたことはありませんので、
失敗しないように5名だけ入学してもらうことにしまし
た。留学生に安いアパートを用意したり、犯罪に染まら
ない様、君津警察にも指導をお願いしました。アルバ
イトの世話には苦労しましたが、非常に御好意を持っ
て、数社が受け入れを承諾してくれました。留学生の
アルバイトのお願いに伺った時、「業者さんですか」と
言われたり、真摯に話を聞いて下さらないところもあ
りました。私の力の無さに失望したことも多々ありまし
た。スリランカの生徒さんは大金持ちの子供さんでは
ありません。アルバイトが遅れたせいもあり、台風の為
2ヶ月お休みとなり、生徒さんの手持ち資金が底をつき
かけたこともあり、3ヶ月、食事代、水道代、ガス代、電
話代は私が支援しました。私自身も年金暮らし。お察
しください。
　彼らは空手道はもともとレベルが高いこともあり、私
の指導と相まって、地元のアクア大会で準優勝。東京
武道館での全国国際武道空手道交流大会で準優勝と
成果を上げています。また、KIESさん、ツバサ日本語
学校の勉強により、日本語の習得は随分と向上しまし
た。特に、KIESさんでは日本文化を教えてくれます。
　今、世界の人たちは、日本人の武道文化、支援活動
を尊敬しています。スリランカや東南アジアに行った
時、日本人に尊敬の念を彼らは表します。しかし、中国
人は尊敬されていません。素晴らしい日本の支援活動
は、輝ける日本をさらに向上させていくでしょう。私は
この活動を継続させていくことに努力しているところ
です。KIESさんがあれば海外の青年たちは、自分たち
が求める「日本」をここで発見することが出来ます。こ
のようなKIESが存在していることは、発足にあたり先
達が本当に苦労され、作り上げてこられたのだと思い
ます。KIESは世界が求める団体になるでしょう。

４．留学生の紹介
　先ほど5名と言いましたが、そこそこ日本語ができる
2名を連れてきました。サリタ君とスーリヤさんです。
　まず、サリタ君の紹介です。空手道5年。昨年大学
を卒業しました。日本での空手道の成績は、まだ入賞
していません。実家が自動車整備工場を経営していま
す。日本では、空手道と日本文化、日本語の勉強をし
ています。
　次に、スーリヤさんです。空手道8年。昨年大学を卒
業しました。日本での空手道の成績は、準優勝が2回と
なっています。実家はサラリーマンです。日本では、空
手道と日本文化、日本語の勉強をしています。



ニコニコＢＯＸ
内山貴美子　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ

ヤ様、本日はご来訪ありがとうござ
いました。これからも日本で頑張っ
て下さい。RYLA参加されました皆
様、雨の中お疲れ様でした。

武田富士子　　12月末で従業員が一人退職してしま
い、てんてこまい！11月に二人目を
生んだ嫁が育児休暇中なのですが、
二人の孫を連れて会社に出勤してく
れています。上の孫は2歳の女の子
なのですが、「ババ」と私もロータ
リーに行くと泣いて追っかけてきま
した。抱きしめたくなりました。事
務員募集中です。一人でも抜けられ
たら大変です。

赤星　哲也　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、卓話ありがとうございまし
た。

秋元　政寛　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、本日の卓話ありがとうござい
ました。そろそろ花粉が気になりま
す。マスクをもっと買っておけば良
かったと後悔しています。

秋元ゆかり　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、卓話ありがとうございまし
た。

内山　雅博　　2月15日土曜日に、本店で部店長の
研修がありました。200名近い人間
が全員マスク着用との指示で異様な
光景でした。新型肺炎の感染経路が
特定できないのは非常に不安を増幅
させますね…。

宮本　茂一　　①私の記念日、花ありがとうござい
ます。②長期に渡り休み申し訳あり
ません！！③まだ体調不良です。し
まちゃん、助けてね！！④早退

黒岩　靖之　　2月15、16日、皆様方のご支援ご協
力で無事に第43回RYLAセミナーを
開催及び終了することができまし

た。ありがとうございました。
坂本　直樹　　本日の席替え抽選で初めての大当た

りをいただき、ありがとうございま
した。いただくものだけいただいて
の早退で申し訳ありません…。

大浦　芳弘　　いよいよ新型コロナウィルスが心配
な状況になってきました。出来る事
は、手洗い、うがいにアルコール消
毒のようです。よく寝て、よく食べ
て、万全な体調管理も重要です。早
く鎮静化することを期待したいもの
です。そうでないと、オリンピック
への影響も心配です。

大住　昌弘　　寒暖の差が大きく、毎週末、君津と
柏を行き来するのにコートの選択に
苦労しています。厚手のコート2着
と薄手(インナー付)のコートを2着
で回していますが、本日は暖かくて
明日からまた冬へ逆戻り。薄手の
コートを着てこようと思いました
が、君津に2着とも置いてあること
が分かり、仕方なく厚手のコートを
着てきました。結局、厚手・薄手4
着とも君津に集まってしまい、どこ
かで忘れ物して分からなくなってし
まいそう！

大森　俊介　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、本日はありがとうございまし
た。

岡野　　祐　 そろそろ春めいて来ると同時に花粉
症の季節になる頃です。今年は何か
良い薬があるとの事で、期待したい
と思います。

隈元　雅博　　君津市国際交流協会事務局長	石川
昭一様、サリタ様、スーリヤ様、君
津市スポーツ少年団本部長	本村雅
寛様、君津RCへようこそ。また貴
重なお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！

倉繁　　裕　　本日、3回目の4つのテストの唱和を
させていただきました。今年は気温
が高く推移し、例年より2週間早く
花粉の飛散が始まって、2月下旬～
3月下旬がスギ花粉のピーク、ただ
飛散量は例年より少なめとのことで
す。そろそろ内服薬の服用を始めま
す。

佐々木昭博　　RYLAセミナーに実行委員として参



加してきました。今年も参加青少年
にとって、とても刺激のある有意義
なプログラムになったようです。長
期に渡り現地に足を運び、プランし
てくれた黒岩実行委員長と内藤副委
員長、お疲れ様でした。

鈴木　荘一　　皆様、健康に留意してお過ごし下さ
い。

谷　　浩司　　新型コロナウィルスの影響が、ここ
まで酷くなるとは思っていませんで
した。SARSを経験したにも関わら
ず、世界中に感染が広まってしまっ
た事は考えてしまいます。SARS
も、新型コロナウィルスも中国から
広まっていますが、世界中で偏見に
よる悪いニュースも聞くようになり
ました。それは情報不足による所も
大きいと思います。正しい情報をで
きる限り集め、偏見が無いようにし
たいと思います。また、お互いの国
を知る事も忘れてはならないと思い
ます。

谷口　弘志　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、外部卓話ありがとうございま
した。先週末、弊社の4月人事異動
の一部が発表されました。少なくと
も、もう一年は君津で勤務すること
になりましたので、皆様、よろしく
お願いいたします。

遠田　祐治　　今年は暖かいですね。早く春にな
り、新型コロナウィルスも終息して
欲しいですね。

内藤　智介　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、君津RCにようこそ！興味深
いお話ありがとうございます。

永嶌　嘉嗣　　新型コロナウィルスが迫ってきまし
た。私自身はどこかのタイミングで
感染するものと覚悟しています。何
事も無ければ良いのですが。

中野　堅二　　今日は、南口のイルミネーション
撤去で遅刻してしまいました。顔が
赤いのは、作業後の昼食で生ビール
(男ジョッキ)を飲んだからではあり
ません。…あっそうだ…日焼けで
す。

原田　健夫　　1周遅れですが、本年度の出前教室
も無事3校完了。来年はもっとパ
ワーアップした教室にしたいと考え
ています。石川様、本村様、サリタ
様、スーリヤ様、御来訪ありがとう

ございました。
平野　寛明　　君津市国際交流会の皆様、ようこそ

君津RCへ。これからも国際交流を
していきたいと思います。

吉田　雅彦　　石川様、本村様、サリタ様、スーリ
ヤ様、お忙しい中ありがとうござい
ます。30年近く前に極真空手をやっ
ていたのを懐かしく思い出します。

福田　順也　　君津市国際交流協会事務局長	石川
様、君津市スポーツ少年団本部長	
本村様、本日は卓話ありがとうござ
いました。


