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会長挨拶及び報告
荒井潤一郎会長

　今年、最後の例会です。
　7月から新しい年度がスタートしましたが、新型
コロナウイルスの影響で、通常通りのロータリー活
動が予定通りに出来なかった上半期でした。
　コロナ禍の影響で、各会員、会員企業も何らかの
影響が出ている事だと思います。
　また、世界ではアメリカ大統領選の混迷、世界経
済の困惑、金融市場の動向等、色々な変化があった
一年でした。
　この一年を振り返ると、思うように身動きが取れ
ない中、何をしていたのかと考えると「何も出来な
かったかもしれない」と、脳裏をよぎります。
　ですがそんな状況でも、自粛というキーワードで
今までにない働き方、生活の様式が変わったり、見
つかったり、生まれたりして新しい変化が出来たの
かなとも思っています。
　とはいえ、自分自身さまざまな状況の中での判断
や決断を振り返ると、良かったのか悪かったのか、
普通だったのか、本当の評価は自分以外の人がする
もので、自分自身ではできませんが反省すべき点は
いくつもあります。
　激変した世の中にいたとしても、自分自身を振り
返り、反省し、改善し、前を向きながら創造し、進
化し、感謝をする姿勢を忘れずにいたいです。
　いつも思うことですが、自分は本当に「周りの人

たちに生かされているな」と実感します。
　人は絶対に一人では生きていけない事を心に想い
ながら、家族、社員、友人、知人、そしてロータ
リーの仲間、全てに感謝しながらこれからも生きて
いきたいと思います。
　最後に、2020年のお疲れ様と、来る2021年が皆
様にとって、幸多き年になることを祈念します。

報　　告

１．周西中学校区学校運営協議会が、12月16日(水)
に開催されました。当クラブからは岡野会員
が出席されました。お疲れ様でした。
後程、報告をお願い致します。

２．	12月17日(木)に、玄々堂君津病院に美和幼稚園
の園児たちからの寄せ書きと、メッセージ付
きのペットボトルのお水を社会奉仕委員会　
村上委員長、内山副委員長、福田幹事、鈴木
会員、秋元政寛会員、秋元ゆかり会員、美和
幼稚園の先生2名、私(荒井会長)で寄付してき
ました。
その時の様子については、本日写真を回覧致
します。

３．	12月20日(日)、地区奉仕セミナーが開催されま
した。
当クラブからは、奉仕プロジェクト委員会の
岡野委員長、職業奉仕委員会の早見委員長、
社会奉仕委員会の村上委員長がZOOMにて出
席されました。お疲れ様でした。
後程、岡野委員長より報告をお願いします。

４．	本日、会員の皆様に配布しました水(ペットボ
トル)は、先日、玄々堂君津病院に寄付したも
のと同じものです。
今回、君津市観光協会より会員の皆様へプレ
ゼントしていただきました。君津市久留里の
名水です。ご利用の方は君津市観光協会ま
で。



５．	本日、第7回理事会が開催されましたので報告
致します。

①トイレトレーラーの寄付金について
広報予算より捻出

②玄々堂君津病院への寄付(水のペットボトル等)
社会奉仕委員会予算より捻出

　　　　玄々堂君津病院への寄付の様子

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(DLP特集号)

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津東RC＞
①日時：12月23日(水)　クリスマス夜間例会延期
理由：定款第7条第1節ｄ項
②日時：12月30日(水)　休会
理由：定款第7条第1節ｄ項

２．12月24日(木)きみつ愛児園へクリスマスプレゼン
トを届けます。
今年は、コロナ禍のためクリスマス会は中止にな
りましたが、サンタになって各クラスを訪問し、
子供たち一人一人にプレゼントを届けます。
当日は、会長、社会奉仕委員会の村上委員長、内



山雅博副委員長、平野委員、谷委員、私(福田幹
事)で訪問します。よろしくお願いします。

３．次週28日は、年間予定通り休会です。また、1月4
日も休会となっております。新年初例会は、1月
18日(月)点鐘12時30分です。
お間違いないようお願い致します。
なお、同日50周年記念実行委員会を予定しており
ます。
詳細については、後日ご案内いたします。

４．事務局の年末年始休業
2020年12月28日(月)～1月7日(木)
ガバナー事務所年末年始休業
2020年12月28日(月)～1月4日(月)

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．玄々堂君津病院訪問の様子(写真)
４．ロータリー希望の風奨学金より「風の便り」
５．ハイライト米山(Vol249)
６．バギオ基金について
７．日本製鉄かずさマジック納会中止の案内
８．米山奨学生、付靖秋くんよりお手紙と写真

委 員 会 報 告
周西南中学校区運営協議会の報告

岡野　祐会員

　12月16日(水)に学校運営協議会が周西南中にて開
かれ、出席してきました。
　3年前に君津市教育委員会から、南房総で初のコミュ
ニティースクールの立ち上げに協力してほしいとの依頼
があり、クラブとしても地域貢献の一つとして年12回の
会議を今まで行ってきましたが、次年度にはいよいよ地
域学校協働本部という組織ができる運びとなりました。
　これは、学校と地域の人たちとの交流を図る為の本部
です。
　君津RCとしても、この協働本部の委員となる予定で
ございます。その際にはまた、会員の皆様のご協力を頂
きながら活動していきたいと思っておりますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

奉仕プロジェクト委員会
岡野　祐会員

　12月20日(日)PM1:00より2020～2021年度第2790
地区奉仕セミナーにZOOMにて早見職業奉仕委員
長、村上社会奉仕委員長と参加しました。
　職業・社会・国際奉仕委員長より、各委員会の説明会
がありました。
　次にロータリー財団補助金の活用についての説明、最
後は財団補助金を活用したクラブの発表がありました。
　一つ興味を持ったのは、千葉RCが行った貧困家庭へ
の奉仕プロジェクトです。
　コロナ禍もありますが、この千葉県だけでもかなりの
一の貧困家庭があります。貧困に陥ると、子供たちが満
足に食事を与えられず、児童虐待、登校拒否等、負の連
鎖が待ち受けています。
　そうならないよう、子ども食堂等に地区補助金を活用
し、支援したという発表でした。
　当クラブも、未来ある子供たちの為に、さらに何かを
していかなければと思った次第です。
　以上奉仕セミナー参加の報告でした。

会員卓話
「干支について」

宮嵜　慎会員

　皆さんこんにちは。君津RC
に入会して今年で5年目にな
ります。卓話は、今日で2回
目ですので今回は「干支」の
話をします。
　令和3年は十干十二支の中
での38番目『辛丑』でありま
す。干支の十二支は、紀元前
1400年頃、中国で考えられ、
日本には、550年から600年頃に伝えられ江戸時代
に庶民に広く知られるようになりました。農業と深
い関わりがあり、月日、時間や方位を把握する為に
利用され、カレンダー的な役割を荷ってました。
　「丑」は、干支の2番目に位置し、丑という漢字
の形が指先に力を入れて掴む形なので、糸を硬く編
んだ『紐』、器の蓋の『鈕(つまみ)』なども此の系
統の字であり、人の縁や絆を『結ぶ』意味があると
言われます。　(従って本年の十干十二支の中での
38番目『辛丑』は新しいことが始まる年、辛抱す
る(耐える)事、芽が出る(発展の前兆)を表していま
す。)
　そもそも中国や日本には、すべてのものが「木・
火・土・金・水」から成り、それぞれが「陽」＝兄



(え)と、「陰」＝弟(と)に分かれるという考え方が
あり、これを「陰陽五行説」といいます。このよ
うに五行に陰陽を掛け合わせると5×2＝10の組み
合わせができます。これを十干(じっかん)といいま
す。
　十干は、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・
丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かの
え)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)の10
個の記号です。
　十二支は、おなじみの「子・丑・寅・卯・辰・
巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12個の記号で
す。初めは一年12ヶ月の其々の月を表す記号とし
て使われていましたが、やがて年や日、時間、方位
にも割り当てられるようになり、正午・午前・午後
といった言葉も生まれました。年末年始に年賀状な
どで登場する動物達とは本来関わりが無く、庶民に
覚え易くするために其々に動物の字を当てていま
す。
　この十干と十二支を一年毎に当てがうと、60年
で一巡します。60歳を「還暦」といって祝うのも
このためです。
　「えと」という呼称は本来、十干を「ひのえ」
「ひのと」のように、陰陽の陽を(え)、陰を(と)の
組み合わせとして訓読したことに由来しますが、今
日では、「干支」(えと)と言えば12匹の動物の十二
支のことを指すことが多いです。
　この現象は、古来から日常生活において不可欠で
あった陰陽五行思想とともに忘れ去られつつある十
干に対して、動物イメージを付与されることによっ
て具体的で身近なイメージを獲得した十二支のみ
が、現代の文化の中にかろうじて生き残っているこ
とによると思われます。
　さて『辛丑』の「辛」という漢字は、入れ墨用の
大きな針の象形文字といい、そこから「つらい」
「ひどい」「からい」等の意味に使われました。少
し専門的になりますが、後漢末の劉熙による『釈
名』には「辛は新たなり」と説かれており『史記』
にも「万物の辛(新)生を言ふ」と、『漢書』の注に
も「斎戒自新の義をとる」とあって「辛」は「新」
に通ずるとされ事にも注目すべきでしょう。「辛」
は痛みを伴うと同時に、新たなスタート、という意
味に取れます。
　『辛丑』の意味合いを説明してまいりましたが、
こうして次の年を考えるときに大切になるのが、世
の中がどうなるかという事と、自分自身がどう生き
るかという事だと思います。
　1つ前の辛丑の年を参考にしてみます、冒頭にお
話した干支の循環の通り60年前にも「辛丑」の年
がありました。2021年のちょうど60年前、1961年
です。60年前の1961年にはどんな事があったので

しょう。共通点を見つけたいくつかをご紹介しよう
かと思います。
　野球がお好きな方はよくご存じかと思いますが、
この年は野球の長嶋茂雄さんと野村克也さんが活躍
した年です。長嶋さんの巨人と野村さんの南海がそ
れぞれのリーグで優勝し、この二人がMVP、さら
に二人ともホームラン王になっています。
　この年の相撲の世界でも同様でした。柏戸と大鵬
という二人の横綱が同時に誕生しました。以降この
二人の力士が優勝を争う「柏鵬時代」になります。
　さらに世界的な話題として、1961年4月、ソ連の
宇宙飛行士ガガーリンが宇宙へ行きました。「地球
は青かった」という言葉は非常に有名です。
　この年、競うようにアメリカも宇宙へ行ってお
り、ソ連アメリカの冷戦状態が続いていました。
ベルリンの壁は冷戦構造が原因です。ガガーリンが
宇宙へ行ったのも、ソ連とアメリカの関係があった
からこそであり、冷戦がなければ、宇宙へ行くのは
もっと遅かったのかもしれません。
　二つの力が競い合うと別の力が生まれるというこ
とは、上への力を生み出すヒントのような気がいた
します。ソ連とアメリカの競争がガガーリンを宇宙
に飛ばしたと言っても過言ではありません。これほ
ど人類が高くまで上に行った年はないでしょう。
上、というワードでひとつ、坂本九「上を向いて歩
こう」がヒットしたのもこの年でした。
　ここで面白いのが、「辛」と「丑」の関係性で
す。この2つは「土生金」と呼ばれる「相生」(そう
しょう)の関係にあります。相生とは相手の力を生
かし強め合う関係をいいます。
　来年の辛丑は、緩やかな衰退、痛みを伴う幕引き
と、新たな命の息吹が互いを生かし合い、強め合う
ことを意味するように思います。
　そしてウィズコロナの生活はまだまだ続いていく
でしょう。私たちはそんな不安の中で生きていく必
要があります。
　コロナ社会の中で、私たちの考え方は二つに分か
れることが多いように思います。
　先日停止されたGOTO制度ですが、これを機にと
旅行に行こうという人、旅行なんてという人もい
る。マスクは不要という人、マスクしていない人
を責める人、民間からの経済優先の賛否等、こうし
て二極化の流れはすでに生まれているように感じま
す。
　60年前にも、いろいろな場面で二つの力が見ら
れましたが、それはお互いを高め合うライバル関係
とも言えます。今の世間のコロナによる考え方の違
いも、何か新たな力を生み出すのかもしれません。
　2021年は、あえてライバルのような存在を見つ
ける、自分の中でそういった対象があると良いか



もしれません。組織で考えるならば、一人の強力な
リーダーやカリスマではなく、一丸となって協力で
もなく、二つの柱を作る事。それによって上への力
を生み出す事も大いにあるのではないでしょうか。
　先程お話した辛丑の丑の字にあたる、新たなス
タート、上昇気流が吹いていい方向に行くという
事です。しかし、その過程に辛の字が示す、「つら
み」や「からみ」があることも忘れてはいけませ
ん。進歩する過程では、期待しないことも起こる、
それは気付かなかった真実が見えるという事だと思
います。これがきっと「辛」の「つらい」「から
い」なのでしょう。
　衰退や痛みが大きければ命の初動は大きくなりま
す。辛いことが多いだけ、大きな希望が芽生える年
になることを期待します。
　最後に個人的に、一神職として来年に期待して
いるのが、牛天神こと菅原道真公の御利益です。
学問を以って朝廷に仕えた道真公には様々な逸話が
ある事はご承知だと思いますが、道真公が天神さま
として祀られた当初は、疫病退散の神でした。今日
三大鬼退治説話として伝承される「桃太郎」「酒呑
童子」「一寸法師」に登場する鬼の原像は、全て疱
瘡と呼ばれた天然痘の疫病であるという説がありま
す。
　鬼を討伐する過程で全てに道真公が関わってお
り、令和時代のコロナウイルスという鬼を退治する
ストーリーは後世にどう語られるのか、非常に興味
深く思います。
　令和2年は年間を通じ、世界中で新型コロナウイ
ルスの災禍に見舞われた年でした。現在も終息して
いないが来年、この辛丑の年では、神使でもある牛
に肖って疫禍が祓い除かれ、停滞していた活動の多
くが試行錯誤しながらでも改めて伸びてゆく年とな
ることを祈念してやみません。明年が皆様方にとり
まして幸先の良い年のなるよう祈念して卓話を終わ
らせて頂きます。ご清聴ありがとう御座いました。

ニコニコＢＯＸ
荒井潤一郎	 今年もあと少しですが、ロータ

リー活動も、上半期が終わります
が、会員みなさま方のご協力に感
謝します。

福田　順也	 宮嵜会員、卓話ありがとうございま
した。会員の皆様、来年、下半期も
宜しくお願い致します。

谷口　弘志	 宮嵜会員、会員卓話ありがとうござ
いました。先週の例会は、休ませて
いただき私用で帰省していました。
クラブ管理運営委員会の活動報告で

遠田会員に代理を務めていただき、
誠にありがとうございました。

内山貴美子	 いよいよ今年の例会も最後となりま
したネ!来年は良い年になるといい
ですネ!

梶山　健次	 大変寒くなって参りました。弊社の
職員も体調不良で休みになる職員が
増えて来ております。コロナ感染の
予防と同時に健康管理にも十分注意
していきたいと思います。宮嵜会
員、卓話ありがとうございました。

坂井佳代子	 皆さんこんにちは。今週の23日水曜
日に餃子専門店「房総生餃子千成」
を開店する運びとなりました。stay	
dream	 projectの篠塚会員のお力添
えをいただきまして、オープンする
ことが出来ました。ありがとうござ
いました。お手元に案内がございま
す。手作り感満載の案内となってい
ます。御一読いただけましたら幸い
です。

遠田　祐治	 宮嵜会員、卓話楽しみにしていま
す。

篠塚　知美	 宮嵜さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいます。弊社の君鶏の店舗が入っ
ているサンプラザビルに千成さん
の餃子のお店が12月23日openです
ね。お店のお通しにも使えそう、今
から楽しみです。

阿部　輝彦	 先週、先々週と白内障の手術で例会
を欠席致しました。自宅に届いたシ
クラメンの花が見事でした。記念日
(12月3日)のお祝いありがとうござ
いました。結婚して53年、シクラメ
ンのようにいつ迄も元気でいつ迄も
輝いていたいと念じています。

伊藤　　彰	 宮嵜会員、会員卓話ありがとうござ
いました。

武田富士子	 先月、孫の七五三詣でを人見神社
さんにて行って頂きました。その
際、ファミリーさん(小幡さん)に
人見神社まで出向いて頂き、写真
を撮ってもらいました。先日その
アルバムが届き感激しています。
自然体の中での撮影だったので本
当に素敵に撮って頂きました。小
幡様ありがとうございました。良
い記念になりました。本日、本年
最後の例会です。お世話になりま
した。来年も宜しくお願い致しま



す。
隈元　雅博	 宮嵜会員、卓話ありがとうございま

した。これからもロータリー活動を
頑張ります!!

小幡　　倖	 最後の例会となりました。毎日底冷
えのする日々が続いていますが、コ
ロナ禍でもあり体調管理には十分注
意して新年を迎えたいものです。皆
様良いお年を!!

大森　敏隆	 今年一年お世話になりました。来年
も宜しくお願いします。宮嵜会員、
卓話ありがとうございました。

黒岩　靖之	 今年は歴史上非常に厳しい一年とな
りました。来年は少しでも良い年と
なりますよう祈ります。皆様、一年
間お世話になりました。良い年をお
迎え下さい。

廣田　二郎	 元奨学生のふっくんより暮れの挨拶
が届きました。コロナにも負けず元
気そうです。大阪へ出張される方、
会ってみたらいかが？

鈴木　荘一	 宮嵜さん本日は干支の卓話ありがと
うございました。あと数日で私の年
男の年も終わりです。

大森　俊介	 今年最後の例会となりました。皆様
には今年一年大変お世話になりまし
た。来年も宜しくお願いします。

早見　秀一	 昨日、奉仕セミナーをZOOMで拝聴
しました。有効な事例紹介もあり、
大変勉強になりました。本日は、宮
嵜会員の卓話も、大変勉強になりま
した。ありがとうございます。

芝﨑　　均	 宮嵜さん貴重な卓話ありがとうご
ざいました。来年はコロナが終息
し、無事にオリンピックが開催さ
れることを期待します。

小関　常雄	 宮嵜様、為になる卓話ありがとうご
ざいました。

坂本　直樹	 年内最後の例会、皆様今年一年大変
お世話になりました。良いお年をお
迎えください。

佐々木昭博	 今年最後の例会です。来年は年男な
ので、本日の卓話、宮嵜会員の「干
支について」を興味深く聞かせて頂
きました。

宮嵜　　慎	 拙い卓話させて頂きます。
髙橋　雄一	 今年、最後の例会です。2020年、

オリンピックはなかったけれど、
色々とあった年男の2020年でし
た。来年は、良い年にしたいもので

す。コロナに負けるナ!!
岡野　　祐	 今年は、夜の街関連の接待を伴うお

店として脚光を浴びましたが、来年
は、昼の街関連の接待を伴わないお
店にしたいと思っています。

大住　昌弘	 2020年は年初には予想だにしな
かった大変な年でした。色々とお世
話になりありがとうございました。
来年も色々あるでしょうが、うろた
えず前を向いて進みたいと思いま
す。

永嶌　嘉嗣	 素敵な寄せ書きと、お水ありがとう
ございました。これでまた少し頑張
れる気がします。

内山　雅博	 宮嵜会員、今年を締めくくる卓話あ
りがとうございました!

秋元ゆかり	 宮嵜会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。先日長男の24歳の誕生
日を迎え、私も親になって24年経つ
のだなと…。健康でいてくれて、あ
りがたいです。

大浦　芳弘	 いよいよ今年も後十日余りとなりま
した。例会も本日が今年最後です
ね。少し早めですが、今年もロータ
リー活動でいろいろとお世話になり
ました。来年もご指導のほど宜しく
お願いします。会員皆様方が明るい
健やかな新年を迎えられますことを
祈念いたします。

川村　優子	 宮嵜会員、卓話ありがとうございま
した。みなさん今年もお世話になり
ました。来年も宜しくお願い致しま
す。

別府　明人	 宮嵜会員、卓話ありがとうございま
した。皆様良いお年をお迎え下さ
い。

村上　　進	 皆様こんにちは。先日、秋元会員の
美和幼稚園の園児からのメッセージ
を玄々堂の皆様へお渡しして来まし
た。医療関係の皆様に感謝です。

日野　千博	 宮嵜会員殿、貴重な卓話ありがとう
ございました。

吉野　和弘	 本年度お世話になりました。来年度
も宜しくお願い申し上げます。

中野　賢二	 今日は諸用により途中退席させて頂
きます。以前はよく「おなか一杯に
なったので、帰ります。」とニコ
ニコに書いていましたが、あれは
ジョーダンです。本当に用事がある
んです。


