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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　ロータリアンの義務と特典についてですが、クラ
ブの柔軟性ということで各クラブの細則は多少異な
りますが、会員の義務については標準ロータリーク
ラブ定款第15条でロータリー雑誌の購読義務、そ
して第16条には厳しく明記されていて「会員は、
会費を払うことによってロータリーの目的の中に示
されたロータリーの原則を受諾し、クラブの定款・
細則を順守し、これに拘束されることを受諾する」
そして更に「これらの条件の下においてのみ、会員
は本クラブの特典を受けることができる」とありま
すが、特典については詳しくは記してはいません。
　しかし、ロータリーは特典を得るための義務履行
ではなく『奉仕理念』を学び、それを実践していく
人を育てることで、強いて言うならば有形のもので
はなく、人生哲学的なものと言えると思います。
　義務と特典の詳細はというと、
　義務としては、
　1.RI定款・細則ならびにRC定款・細則を順守す
　　ること。
　2.会費を納入すること。
　3.例会に出席すること及び奉仕活動に参加するこ
　　と。
　4.新会員を推薦すること。
　5.委員会活動、その他のロータリープログラムに

　　参加すること。
　6.雑誌「ザ・ロータリアン」または「ロータリー
　　の友」を購読すること。
となっており、
　特典は、
　1.RCの会員には、本人が希望してもなれない。
　　会員により推薦され、選挙・承認されて初めて
　　会員となれる。
　2.全世界に、品性高潔な約1,200,000人以上の友
　　人を得ること。
　3.全世界のRC例会、ロータリー会合に参加でき
　　ること。
　4.さまざまな奉仕活動に参加できること。
　5.ロータリアンとしての絶大な信用を得ること。
　6.ロータリアンとして、適格な人を推薦できるこ
　　と。
となっています。義務はともかくとして、特典は素
晴らしいと思います。その特典を活かせるように、
「機会の扉を開いて」いきたいと思います。

報　　告
6回理事会が11月30日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下期会費請求について(11月のレート104円)
　年会費   85,000円　　　　　　
　R財団ポリオ   1,620円　　　　　　
　RI分担金   3,588円　　　　　　
　米山奨学会   7,500円　　　　　　
　地区分担金   12,640円　　　　　　
　ロータリーの友  1,320円　　　　　　
　分区分担金   3,500円　　　　　　
　周年特別基金   10,000円　　　　　　
　R財団寄付   7,500円　　　　　　
　青少年交換事業  2,000円　　　　　　
　　　　　　　　 合　計　132,908円　　　　　　
＊但し、11月のレートで算出しているため、1月の
　レートが確定次第それに準じて請求書発行します



③新入会員の委員会所属について
　石川偉夫(いしかわ たけお)会員　親睦委員会
④駅前花壇の草回収費用について 
　内山会員のご厚意で回収して頂いていましたが、
　今年度よりお支払する。
⑤12月21日の例会プログラムについて
　次回例会までに理事にて再検討する。
⑥新年初例会の開催について
　1月4日に予定されていた新年例会ですが、多数
　の企業が休業中であること、またコロナ禍である
　ことから休会とし、初例会は1月18日とする(1月
　11日は祭日のため)。
　なお、今年度の初例会には、かずさ青年会議所へ
　の案内は中止する。
⑦2022年規定審議会のクラブ提出制定案承認の件
　コロナ禍において、メークアップ期間の前後2週
　間の縛りが無くなっているのでそれは撤回せず、
　出席報告を廃止することに賛成する。
⑧2020年決議審議会「決定報告書」について
　異議なし
⑨地区グループ再編成について
　習志野中央RC、新千葉RCより声明あり。
　クラブとしては声明を出さないので、個々に意見
　があれば対応する。
⑩君津市のトイレトレーラー支援について
　寄付金額により記載される名前の大きさが違うの
　で再度検討する(他団体の状況を確認)。
⑪事務局のパソコン買い換えについて
　スペック的にも5年程度で買い換える必要がある
　ので承認。
　現状と同じくノートパソコンで買い換えする。
⑫光回線配線工事費用について
　必要としているので承認。
⑬次年度理事について
　指名委員会にて指名された理事について承認。
⑭きみつ愛児園のクリスマス会について
　12月24日(木)
　きみつ愛児園クリスマス会参加
　＊プレゼント：お菓子￥800×56人数分
　　(ライオンズクラブと折半で￥22,800)
　＊サンタさん役：社会奉仕委員会の内山雅博副委
　　　　　　　　　員長、平野会員、谷会員
⑮1月の出前教室開催について(八重原中学校)　　
　コロナ禍のため中止。　　　　
　(2月予定の周西小学校は回答待ち)
⑯その他　　　
　＊新理事会　次週12月14日　
　　例会終了後　13時30分～　ホテル千成
　＊次回理事会　12月21日　
　　例会前　11時30分～　ホテル千成

　＊12月14日例会(総会)
　　会計より収入・支出の中間報告を行う。

幹　事　報　告
福田　順也幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(12月号)
　　P1　鈴木会員写真、
　　P3-4　地区米山奨学会委員会　鈴木委員長
　　P8　ポールハリスフェロー　猪瀬会員、倉繁会員
　　〃 　新ロータリアン　石川会員

〈報　告〉
１．12月14日(月)例会前11時30分から第2回50周年記念
　式典の実行委員会が開催されます。実行委員の方は
　ご出席ください。
２．次回例会は、年次総会及びクラブ協議会です。
　年次総会では、今年度の収入と支出の中間報告およ
　び、指名委員会にて指名された次年度理事候補者に
　ついてご承認いただきます。
　また、クラブ協議会では、委員会ごとに上期活動報
　告を委員長より発表をお願い致します。
　発表内容は、週報に掲載しますので、原稿を12月11
　日までにメールにて事務局までご提出下さい。
　なお、委員長が欠席の場合は、代理の方より発表を
　お願い致します。
　また、次回例会終了後、13時30分より新理事会が開
　催されます。
　総会にて承認されました新理事の方はご出席下さい
　ますようお願い致します。
３．国際大会について
　12月15日までの割引登録料(ロータリアンであれば　
　365米ドル等)が、2021年2月15日まで延長されること
　となりました。
　なお、台北国際大会の対面での開催については、来
　年1月末のRI理事会にて再度検討されます(本日現在
　は開催予定)。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．RYLAセミナー開催の案内
４．ロータリー青少年交換に関する重要なお知らせ
５．財団室NEWS(12月号)
６．ROTARY(英語版)



委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
私の誕生日・記念日

委員会報告
青少年奉仕委員会
「青少年交換留学について」

内藤　智介委員長

　青少年奉仕委員会では陶彩葉さんの交換留学生プ
ログラムを支援しておりましたが、新型コロナ禍の
影響で中止しとなりました。
　陶彩葉さんは、当初ベトナムに留学に行く予定で
したが新型コロナで中止。紆余曲折を経て、ロータ
リーの青少年交換留学生プログラムにエントリーを
されましたが、陶さんの通う高校が留学生の受け入
れを拒否した為に、受け入れてくれる高校がなけれ
ば、参加を辞退しなくてはならない不安な状況に耐
えながら、選抜試験を迎えたりと困難が伴いながら
も健気に頑張っていました。幸い岡野会長エレクト
のご尽力により受け入れ高校が決まり、無事に留学
に行ける事が決まると本当に嬉しそうでした。彼女
の落胆や無念を思うと心が痛みます。
　今回の中止の決定は非常に残念ですが、陶さんが

諦めていないのなら来年も、来年が駄目ならまた違
う形で応援したいと思います。
　皆様も陶 彩葉さんを一緒に見守って頂けるよ
う、よろしくお願いします。

会員卓話
『会社紹介と価値観」

日野　千博会員

　山九株式会社は1918年に創
業し今年は102年目。創業社は
長崎県平戸市で生まれ、はし
け作業から戦時中の石炭運搬
からスタート。名前の由来は
山陽・九州の頭文字。創業者
がイギリスであった出来事。
ありがとうの気持ちが会社の
名前。
　甲子園バックスクリーン脇のCM、ヤフー知恵袋
で暗号は何？というくらい知名度はない。
　一昨年学校訪問で長野、山梨に行ってきた。ター
ゲットは商業、工業、農業高校。今まで一度も学校
訪問をしてきていない地域。見渡せば山ばかり。夏
にもかかわらず山頂に雪。大きな工業もなく何人か
はくるかも？訪問前に学校を調べ、出ている有名人
や学校の取り組みなどを勉強。切り札の甲子園バッ
クスクリーン…結果誰も知らない。覚えていない。
広告はリクルートのため。全く効果なし。総勢6名
×2回、約100校近く回ったが…結果惨敗。基本給
と寮については非常に好感触ではあったが…求人票
の書類…大げさではなく30cm積みあがっていた。
地元意識が強い、親元を離れたがらない、出たとし
ても名古屋方面。なぜ東京、神奈川を飛び越して千
葉まで…
　びっくりしたこと。工業高校のイメージ…みんな
挨拶してくれる。みんな普通の髪の毛。県下一の進
学高校と言われてもわからない。横断歩道では、必
ず車は止まる。すごくないですか？
　じゃあなんでこんな無名な会社に入ったのか。大
学は土木選考。ゼネコンはハードル高そう。もっと
小規模な土木。たまたま就職課でみつけた一部上場
の会社。？？？とりあえず受けてみるか。
　昭和63年。そうバブル絶頂期。受ければ必ず合
格する時代。入社式⇒夜行列車で長崎県の離島で研
修⇒配属発表。君津へ夜行列車。配属されたのは機
械。センチからミクロの世界へ。
　山九の客先からの期待は動員力、機動力、対応
力。要は組織力。ごんぞう集団。上司の言うことは
絶対！理不尽は当たり前！仕事ができる人が偉い！

鈴木　荘一
髙橋　雄一
坂本　直樹
大川　裕士
黒岩　靖之
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12月の私の記念日



　当時よく言われていたこと。知恵を出せ！知恵
が出ないものは汗を出せ！気合が足らない！3ｔ
チェーンブロックを片手で掛けれたら一人前。祭り
ごとが大好き。飲み会では必ず何かが起きる。これ
が山九。
　が…今はどうでしょうか。
　そんなことを真顔で言ったらドン引きされてしま
う。組織としての統制。じゃあその手段は？お願い
ベース？自主性を尊重。退職代行サービス。FAX
で一方的な通知。本人とは話すな。昨日まで普通に
仕事をしていた子が突然の代行サービス。これで3
人目。素行不良を指導したら、パワハラ事案で訴訟
するという例も。退職するけど、次の仕事が見つか
るまでは寮にいさせろという例もこれがまかり通る
時代になってきた。
　山九の定着率(離職率)は有効求人倍率と反比例し
ている。
　やめる理由：他にやりたいことがある。労働環境
が悪い。実家に戻る。人間関係は第4位。ここまで
は昔と変わらない。
　定着を上げるためにいろいろ企画した。ゲーム大
会(Eスポーツ)、カラオケ大会、夏祭り。アンケー
トでは半数が興味ない。コミュニケーションをとる
活動をやってきた。過度のコミュニケーションはス
トレスという結果も。つかず離れず、自主性を尊重
してほしい。というもの。承認欲求が強い反面、自
分に自信のない子も多い。できないことをできると
言ったり。一つはっきりしたこと。昔のやり方では
今の子はついてこない。暗中模索は今後も続く、何
かいい方法があれば教えてほしい。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎　 ここ最近コロナウイルスの感染が

増えていますが、自己管理をしっ
かりして強い気持ちをもってコロ
ナに負けない様に頑張ります。

福田　順也　  日野会員、卓話ありがとうございま
した。

坂本　直樹　  日野会員、本日は貴重なお話しをあ
りがとうございました。

鈴木　荘一　   誕生日のお祝い、ありがとうござい
ました。

黒岩　靖之　  日野さん、卓話ありがとうございま
した。早見さん、卓上カレンダーあ
りがとうございます。

大木　建樹　   日野会員、卓話ありがとうございま
した。

藤平　洋司　  日野会員、本日は卓話ありがとうご
ざいました。

伊藤　　彰　  12月に入り、今年の振り返りをしっ
かりやって行き、来年は良い年にな
るようにして行きたいと思っていま
す。

谷　　浩司　  日野会員、卓話ありがとうございま
す。はやぶさ2のカプセルが無事に
地球に帰還する事が出来、さらに世
界初の7つの事も成し遂げて来た事
に、日本の技術力に感嘆しました。
もう次の打ち上げも決まっている様
で、11年後も楽しみです。

岡野　　祐　　娘が英検準2級に合格しました！！
本気でDNA鑑定しようと思ってま
す。

篠塚　知美　　今月の記念日・誕生日の会員の皆様
おめでとうございます。日野会員、
貴重な卓話ありがとうございます。
先週、弊社の「君鶏のとりお節」を
ご注文頂いた会員の皆様、誠にあり
がとうございます。感謝です。

内山貴美子　 日野様、卓話ありがとうございまし
た。早見様、卓上カレンダーありが
とうございます。

宮嵜　　慎　  日野さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。

谷口　弘志     日野会員、会員卓話ありがとうござ
いました。昨日から“はやぶさ2号”
のカプセル玉手箱が無事に帰還し
た明るいニュースが駆け巡っていま
す。はやぶさ2号は6年前に打ち上
げられ、その時の映像がつい昨日の
様な感じで記憶に残っています。月
日の流れの早さを改めて感じていま
す。

倉繁　　裕　  都市対抗野球、ホンダが優勝しまし
たが、補強選手のかずさマジック橘
選手の前年の優勝JFE東日本への貢
献に続く「優勝請負人」としての活
躍が話題となっています。2021年
こそ、かずさマジックのドーム球場
での活躍を願っています。

大浦　芳弘　  今年も残り少なくなって来ました。
例年であれば忘年会や新年の各種団
体の賀詞交歓会のスケジュールを
見ながら肝臓と対話している頃です
が、年末年始の各種行事は中止また
はお酒抜きの簡素化の為、そのよう
な心配もしなくてよく寂しい限りで
す。せめて、年末までに現在の第三
波が落ち着き、年始には初詣くらい



は出かけてみようと思えるくらいに
なる事を期待するばかりです。

梶山　健次　  記念日のお祝いありがおうございま
した。日野会員、卓話ありがとうご
ざいました。

大森　俊介　  記念日、誕生日の皆さんおめでとう
ございます。日野さん卓話ありがと
うございます。

芝﨑　　均　  日野会員、卓話ありがとうございま
した。先日、記念日で頂いたシクラ
メンがとても綺麗に咲いています。
ありがとうございました。

隈元　雅博　　 日野会員、忙しい最中卓話をありが
とうございました。これからも共に
ロータリー活動を頑張りましょう！

小関　常雄　　日野様、卓話ありがとうございまし
た。大変勉強になりました。

宮本　茂一　 先週、木更津ゴルフクラブにて絶不
調の上、片足を引きずる“しまちゃ
ん”にやっと勝てました。勝って良
かったぁ！！

内山　雅博 日野会員、卓話ありがとございまし
た！

早見　秀一　  記念日・誕生祝の皆様おめでとうご
ざいます。特に今日が48才の鈴木
荘一会員おめでとうございます。日
野会員、卓話ありがとうございまし
た。皆様、本日受付に卓上カレン
ダーを置かせて頂きました。お手に
取って頂けましたら幸いです。

村上　　進　　皆様、こんにちは。日野さん、卓話
ありがとうございました。

佐々木昭博     日野会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました！

中野　賢二    すいません、本日も途中退席させて
頂きます。「あいつは昼メシ食べに
来てる」とか言わないで下さい。今
日もご馳走様でした。

別府　明人　  日野会員、卓話ありがとうございま
した。

永嶌　嘉嗣　  先週、宮本さんに見事にやられまし
た。でもあまり悔しくない。やっぱ
り僕はマゾヒスト？

武田富士子　  新昭和さん、早見さん、カレンダー
ありがとうございます。頂きまし
た。今年末というか来年用のカレン
ダー作成が中止の企業が増えてま
す。毎年飾るし、場所が決められて
いたかの様にあったカレンダーが見
れない事は寂しい限りです。

坂井佳代子　  皆さん、こんにちは。今日は孫娘の
2才の誕生日です。子どもの成長に
は目を見張ります。生まれて2年で
色々な事が出来てびっくりです。

秋元ゆかり　  皆様、こんにちは。今月、記念日・
お誕生日を迎えられる会員の皆様お
めでとうございます。日野会員、貴
重な卓話ありがとうございました。

日野　千博    昨日紅葉を見に行きましたが、本当
に綺麗で心が洗われる感じでした。

川村　優子      日野会員、卓話ありがとうございま
した。中野会員、マスクありがとう
ございます。


