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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　ロータリーとは、を再確認しました。ロータリー
の創設者、ポール・ハリスは、ロータリーとは「人
を作る団体」とし、多様な職業を持つ人々が集ま
り、アイデアを交わし、生涯にわたる友情を培うこ
との出来る場として、ロータリーを設立しました。
「ロータリーは奉仕団体だ」とよく言われますし、
私もそう思っていました。しかし、それは正解では
ありません。正解は「奉仕する人の団体」。言いか
えれば、奉仕する人を育てる団体だと言えます。そ
して、その心が高められた人たちが、世のため人の
ために何かの奉仕(サービス)をした結果、世界理解
と平和に貢献していくということになります。
　元来ロータリーは、高度な哲学や宗教から出発し
たものではなく、人間が本来生まれながらに心の奥
に持っている目に見えない精神「他人に役立ちたい
という心」を発掘し、育てていくことなのです。　
これがロータリーの生命力であり、また原点でもあ
ります。
　「ロータリーの第一の仕事は、人を作ること」で
あり、ロータリーの真価は、いかほどの金銭を集め
たか、いかほどの計画を実践したかではなく「その
クラブがいかなるロータリアンの人づくりをした
か」ということに尽きます。金品を社会に寄贈して

奉仕するのは、ロータリーの本義ではなく、奉仕
する人を育成して社会に寄贈するのがロータリーで
す。
　人生の目的を考える時、人間はただ生まれ、死ん
で行くだけでは意味がありません。少しでも世の中
を良くしなければならないからです。なぜなら、人
間は社会的動物であり、孤立していては幸福になれ
ないからです。人から喜ばれ、人から親しまれる
事、そこに人は幸福を感じることができるのだと思
います。
　人間は文字通り、人と人との間柄において人間な
のです。私があってあなたがある。あなたがあって
私がある。だから、他人に尽くすことは、自分に尽
くすことに繋がるのです。人を作ることが自分を作
ることになります。
　「悲しみは人と分かつときに半分になり、喜びは
人と分かつときに2倍になる」と言われますが、そ
れ故にロータリーの考え方は真実だと想います。
　これからもロータリーを知る「機会の扉を開い
て」ロータリーのことを学んでいきたいと思いま
す。

報　　告
１．11月10日(火)君津市福祉チャリティーゴルフ大
　　会が鹿野山ゴルフ倶楽部にて開催されました。
　　参加された会員の皆様、お疲れ様でした。

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ寄付
　　された、米山記念奨学委員会の鈴木委員長に感
　　謝状が届いていますのでお渡しします。
　　第４回　米山功労者　鈴木荘一　会員

３ ．



公益財団法人ロータリー日本財団より認証状及
　　びバッチが猪瀬会員、倉繁会員へ届きましたの
　　でお渡しします。
　　倉繁会員　新ポール・ハリスフェロー

幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．コミュニティカレンダー
 
〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜富津中央RC＞
　　①日時：12月17日(木)　点鐘：18時
　　　理由：通常例会を夜間例会に変更
　　　場所：いち川旅館
　　②日時：12月24日(木)　点鐘：12時30分
　　　理由：夜間例会を通常例会に変更

　＜木更津東RC＞
　　①日時：12月23日(水)　点鐘：18時30分
　　　場所：オークラアカデミアパークホテル
　　　内容：クリスマス家族例会(夜間例会)
　　②日時：12月30日(水)　休会
　　　理由：定款第7条第1節d項

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．グループ再編成撤回についての回答書
４．RLI通信
５．台湾世界大会参加の募集案内
６．コーディネーターNEWS(12月号)
７．ハイライトよねやまVol.248

新入会員自己紹介
石川　偉夫様

　千葉県君津市生まれ、君津
市育ちの根っからの君津っ子
で御座います。家族構成は、
妻と娘1人、息子2人の5人家族
です。
　小学校の頃は地元の少年野
球チームで野球を4年間してお
りました。毎週、土日祭日や
夏休みなど休みなく朝早くか
ら夕方暗くなるまで練習したのを覚えています。遊
び盛りの小学生でしたので周りの友達と遊びたくて
何度か両親に辞めたいと弱音を吐いたこともありま
したが、両親からは一度始めたら最後までやり遂げ
なさいと言われ両親の支えもあり何とか引退までや
り遂げることが出来ました。
　お陰様で今でも何事も最後までやり遂げるなどの
気持ちは持ち続けることが出来ている気がします。
　地元の小・中・高校を卒業後、18歳の頃から弊
社、湾岸高速運輸㈱の親会社、安房運輸㈱でアルバ
イトを始めました。始めはアルバイトとして積込み
作業員として働かせて頂いておりましたが運送会社
ということもあり日々アルバイトをしている中でト
ラックに憧れ、運転手として乗務するようになり、
乗務している間は日本全国を回りました。
　その後は事務職から管理職を経験させて頂き、現
在は主に東京都内で仕事をさせて頂いており、週に
一度地元に帰ってくる生活を送っております。
　趣味は体を動かすこと全般が好きですが、主にゴ
ルフと野球が好きです。
　ゴルフは月に2回～3回はラウンドしておりま
す。プロゴルフ観戦にもよく行きます。ゴルフを始
めた頃は中々上手く出来ずに苦労しましたが、練習
に練習を重ねベストスコアは76です。
　また、仲間と何かをするということも好きで、現
在でも社内で野球チームを作り皆で地元の大会など
にも出場したりもします。下は20代から上は50代
まで幅広い年齢層で楽しくやっております。
　こういった仲間と何かをする、誰かと力を合わせ
るなどが好きな私です。是非このようなところを活
かし、皆さんの仲間に入れて頂き、地域貢献を行っ
て参りたいと思います。
　まだまだ未熟者ですが今後とも宜しくお願い致し
ます。



会員卓話「私のロータリーモーメント」
武田　富士子様

　　君津ロ－タリ－クラブ
に入会して5年が過ぎまし
た。私が入会したのは友人
からの勧誘でした。その友
人は、女性経営者で見た目
はおっとりしていて穏やか
な方です。彼女と私は、同
世代で親が創業した事業を
継承し現在社長業をしてい
る者同士。お互い男性従業員の多い会社で、女性
社長として周りのみんなよりの支えてもらいなが
らも頑張っている者同士。むやみにお断りしずら
いなーと思いながらも、ロ－タリ－クラブは敷居
が高いとお断りのお返事を致しました。正直他の
会にも所属しており、自分自身に余裕がない状態
でした。しかし、別のある会の周年事業の際の懇
談会の席で君津ロ－タリ－クラブに所属している
会員の方に囲まれ入会決断を迫られました。それ
ぞれの立場からロ－タリ－の良さを話してくれ、
とても楽しそうにロータリ－を語るのです。一度
食事に来てみて様子を見てみたらと例会見学を約
束しました。

　　例会見学をして、上下主従の関係はもとよりあ
りませんが規律とフレンドリ－な和みの会だと説
明されましたが敷居の高さは感じていました。ど
うやってお断りしようかと実は考えたくらいだっ
たのです。同じ例会に入会を勧められてる福田
君、佐々木君が見学に来ており、その中で断り切
れなくなってしまったのも事実でした。入会して
からは、楽しませて頂いています。知り合いを広
められたこと。奉仕の理念を理解したこと。一人
では奉仕の活動もなかなか難しいものも、参加し
ている自分がいました。入会して良かったと今で
は思っています。この会の一員でいられる自分作
りをしなければと思いました。なんせ、べらんめ
え口調の私です。品あるRCの一員で良いのかと
の思いは今もぬぐえません。

　　私の会社は父が起業した運送、土木業の会社
です。日鉄さんの君津進出・造成時より関わらせ
て頂き創業67年、法人化して58年が経ち、父が
亡くなり23年です。私が代表取締役になって18
年。銀行とのトラブルの中での就任でした。スト
レ－トに言うと銀行さんとのけんかをするために
代表者になったようなものでした。父が残してく
れた大事なお得意様。維持しなければと必死でし
た。周りの人たちにも恵まれていたので現在でも
営んでいます。

　　今、ここに立っていることは自分で選択した
こと。誰のせいでもないと自分に言い聞かせ、頑
張っていますが、父のお人好しの「つけ」をいま
だに背をわされている我が身。愚痴りたくなる時
も多々あります。

　　ただ、父の教えは今でも守っています。出か
ける者への見送り。帰ってくるものへの礼。声か
けだけでなくきちんとした礼を通せとのことで
した。朝早く出かけるドライバ－への気を付けて
行ってこいと見守りの礼儀。お疲れ様の感謝の礼
儀。当たり前のことですが大事なことです。守っ
ています。

　　しつけを漢字で書くと身が美しいと書きます。
「躾」です。父の躾は美しいものではありませ
ん。ただただ怖かった父より拳骨を貰わないよう
に必死で聞いていた自分がいましたが、今では悪
くなかったと感謝しています。そんな父もロータ
リアンでした。毎日、会社に事務職の中で一番に
出社をして事務所の掃除をしていた父。周りの道
路も広範囲で当たり前のように掃除をしていまし
た。掃除が好きなのかと子供のころは思っていま
したが、ロータリー精神の一つだったのだと今で
は思います。自分のところだけきれいにするので
はなく周りもとの気持ちだったのですね。でも、
ごめんなさい。私は実行出来ていませんが、従業
員が実施してくれています。自社だけではありま
せん。多くの会社さんも実施していることです。
環境美化。きれいな街並み。自然体で実施してい
る。すばらしいことですね。

　　君津RCの取り組みの一つに出前教室がありま
す。私も見学させていただきました。子供たちの
興味深い目が物語っておりましたが、本当に素晴
らしい取り組みだと思いました。

　　ここで皆様とゲ－ムをしましょう。
　　正方形型の九つの点を一筆4線で結ぶとすると

皆様はたぶん点からはみ出さずに結ぶことを考え
ると思います。はみ出してはいけないとは言って
いないのですが、はみ出してはいけないとの思い
込みをしてしまいがちです。習慣がそう思わせて
しまうのです。

　　良い習慣と悪い習慣があると思われますが、柔
軟な対応が不可欠。悪い習慣は直さなければなり
ませんが、良いと思っていた習慣も固定観念にし
てはいけません。

　　RCへの入会は私の一つの転機でした。敷居が
高いと拒んでいたら知らないままの情報とか人脈
とかの中の自分だったと思います。君津RCの一
員としての自分作りをしながら皆さんと活動して
いきたいです。今後もよろしくお願い致します。



ニコニコＢＯＸ
荒 井 潤 一 郎 　陽気が良い日が続いています。

ボーっとしない様に気を引き締め、
日々頑張ります。

福田　順也　  石川会員、自己紹介ありがとうござ
いました。武田会員、卓話ありがと
うございました。

伊藤　　彰　  本日は、誕生日のお祝いありがとう
ございました。大切に使わせて頂き
ます。

宮本　茂一　  チャリティーコンペに出席しまし
た。メンバーに恵まれてとても楽し
かったです。翌日、しまちゃんとゴ
ルフをしました。素晴らしい、強い
ゴルフでした。負けました。とても
悔しいですが、やる気が出て来まし
た。

内山貴美子　  武田会員、本日は「私のモーメン
ト」発表ありがとうございました。
相変わらずのパワーで君津ロータ
リーを引っ張って行って下さい。私
もロータリー活動頑張ります！

谷口　弘志　  武田会員、会員卓話ありがとうござ
いました。毎日のニュースを見てい
ると新型コロナの感染拡大、第三期
に入って来ている様です。気を引き
締めて感染防止に努めて行きたいと
思います。

川名　正志　  本日、2021年の君津市ふれあい祭り
実行委員会議のため早退です。

篠塚　知美　  武田会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。1月24日(日)にGoTo坂田
商店街イベントを開催予定です。坂
田商店街 中野会長と一緒に色々と
考えています。是非是非、ご来場下
さい。

中野　賢二　　今年は、ふれあい祭りも七夕も花火
もなくて寂しかったです。現在、
GoTo商店街イベントで君津を元気
にしようと計画をしております。
(間に合うかな)

坂井佳代子　　皆さんこんにちは。今日も良い天気
です。武田さん、卓話ありがとうご
ざいました。

大住　昌弘　　 11月の最初の土曜日に家内が39℃超
えの高熱となり、発熱外来を初めて
訪問。コロナであれば大変！とヒヤ
ヒヤでした。結果、甲状腺の炎症と
分かり、何とか入院を希望するも、
この時期病院も大変なので、自宅療

養を指示されました。先週は時差出
勤ながら柏と君津を往復6時間かけ
て通勤し、いわば老老介護で炊事・
洗濯等、単身赴任生活での経験を活
かせました。コロナ感染者も最高記
録更新中ですし、皆さんご安全に！

遠田　祐治　  武田会員の卓話楽しみです。
坂本　直樹　  武田会員、本日は卓話をありがとう

ございました。石川会員、これから
はロータリアンとして共に頑張って
行きましょう。

石川　偉夫　  朝、晩と寒い季節になりました。今
週も体調管理に気を付けて楽しい一
週間にしたいものです。一週間頑張
りましょう！

谷　　浩司    本日は、11月とは思えない陽気で少
し暑いぐらいです。寒暖差による体
調の影響が無い様に努めます。

秋元ゆかり　　皆様こんにちは。先日のチャリ
ティーコンぺに参加された会員の皆
様お疲れ様でした。メンバーにも天
候にも恵まれて最高のゴルフでし
た。ありがとうございました。

黒岩　靖之　 石川様、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。

藤平　洋司　　武田富士子さん、卓話ありがとうご
ざいました。

秋元　政寛　　 石川会員、ロータリー活動を共に頑
張りましょう。武田会員、貴重な卓
話ありがとうございました。

倉繁　　裕　　先週、インフルエンザ予防接種を受
けて来ました。本年の発症者は昨年
同日の1/300だそうです。新型コロ
ナの諸対策がインフルエンザに好影
響を及ぼしている説もあるそうです
が、米国F社の新型コロナワクチン
等の有効なワクチンの開発に期待し
たいところです。

中村　圭一　 小春日和で心が和らぐ様です。一方
で、新型コロナウイルスやアメリカ
大統領選挙の報道を見ると、まあよ
くもと頭がクラクラします。今や
SNS報道も見ないとFakeにやられ
てしまいます。

岡野　　祐 先週、会社福祉のゴルフに行きまし
た。久々のゴルフで中々ショットが
良かった所、一緒にまわった人に
(コロナで店の経営が不安定なのに
ショットは安定してるね)と言われ



ました。コロナめ～
村上　　進　  先週の火曜日、チャリティーゴルフ

に行って来ました。同組の岡野さん
にショットは安定してるけどお店が
不安定ですねと言いましたが、私は
血圧と気持ちと行動が不安定です。
しかし社員は全員安定しています。
仕事もゴルフも頑張ります。

阿部　輝彦　　10月一杯で麻布十番の事務所を閉
鎖、君津に移しました。それでも週
に一回は東京に行きますが、東京駅
でバスを降車、タクシーで目的地
と、公共交通機関は怖くて乗れませ
ん。

内山　雅博    コロナウイルス感染者増加に伴い当
行は、4月から人数に関係なく従業
員同士の懇親会が禁止となってま
す。真面目な私はそれに従い、4月
から一度も飲みに行ってません。君
津にお金を落とさず大変申し訳なく
思っています。

永嶌　嘉嗣    先週、宮本さんに勝ちました。少し
自信がつきました。

梶山　健次　  武田会員、卓話ありがとうございま
した。石川会員、宜しくお願いしま
す。

宮嵜　　慎　  武田会員、貴重な卓話ありがとう
ございました。また、お孫さんの
七五三とても可愛くてこちらが幸せ
な気持ちになりました。

大森　敏隆　  武田会員、卓話ありがとうございま
した！

川村　優子　  石川会員、自己紹介ありがとうござ
います。武田会員、卓話ありがとう
ございます。

別府　明人　  武田会員、卓話ありがとうございま
した。

芝﨑　　均　  武田会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

日野　千博　 昨日、養老渓谷方面に紅葉を見に
行って来ました。もみじもだいぶ色
付いて来た様ですが、見頃は12月上
旬頃だと思われます。自然に触れて
心をリフレッシュ出来ました。

隈元　雅博　  武田さん、素晴らしい卓話をありが
とうございました。いつも忙しそう
に動き回られていますので少し心配
しています。お体を大切にして、こ
れからも共にロータリー活動を頑張
りましょう！

大浦　芳弘　 コロナ第三波が来ている様ですね。
近隣での感染者は落ち着いた状況で
すが、引き続きコロナ対策の徹底を
社内でも指示しています。今年もあ
と一ヶ月と二週間余り、コロナで始
まりコロナで終わりそうですね。

大森　俊介　　石川さん、宜しくお願いします。武
田会員、卓話ありがとうございまし
た。最後に北見会員のご冥福をお祈
り申し上げます。

佐々木昭博　　北見会員の訃報を聞き、大変寂しく
思います。君津RCのチャーターメ
ンバーとしてもご活躍された、北見
会員のご冥福を心よりお祈り申し上
げます。ありがとうございました。


