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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　先日医師会の在宅医療、介護関係の委員会に出
席する機会がありました。私自身が医師会の中で
長くこの方面を担当していた関係もあり、在宅医療
介護ケア委員会というものの委員長になってしまい
ました。まだまだなかなか縁が切れないようです。
ここで皆様に日本がどのように高齢化に対応してい
こうとしているか、ご存知の方もいらっしゃると思
いますが紹介します。国としては高齢化した方が、
住み慣れた地域で最後まで暮らせるようにという方
針です。経済的には、あるいは効率のことを考えれ
ば、例えば一定の年齢を超えた人は一定の場所に集
めてまとめて面倒を見るというほうがいいのかもし
れません。ですがこれは現在の日本の実情からする
と、許されないだろうと思います。そういうことも
あり、いま在宅医療であるとか介護連携、多職種連
携ということが盛んに言われています。いろいろな
人の力を合わせて、高齢者ができるだけ最後までそ
の人らしく住み慣れた地域で暮らして生涯を終える
こと、これが日本の目指しているところです。その
ための体制づくりを国は各市町村に命じました。そ
してそのような組織づくりに医師会の力を貸してほ

しいというようなところでしょうか。世界の様々な
国がこれらの日本の対応方法、結果に注目していま
す。それはそれらの国でも近い将来同じような状況
になることが予想されるからです。私自身がすでに
年齢的には高齢者に分類される年になりました。で
きればいろいろな役割を少しずつ減らしていきたい
と思うのですが、まだなかなかそうもいかないよう
です。以上本日の会長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．９月３日に第三回定例理事会議が開催されまし

たので報告致します。
１）会計報告　＊承認
　　異議なし
２）駅前花壇の花植え日程及び水道設置について
　＊承認

＊準備作業（花抜き）10月１日（月）に変更
（22日は米山奨学生の卓話）

＊花抜き作業を例会プログラムの中で実施
　花植え作業は予定通り10月29日（月）
＊水道設置については、別紙参照（Ｐ３）
　市より、水道使用料と基本料金を支払いについ

て要請あり負担する（下水道の支払いはない）
　水道基本料については水撒き以外の期間の負

担をどうするか、花植えを活動を停止した場合
などについて市と相談しながら再度検討する

３）親子体験枝豆収穫祭について　＊承認
＊当日の担当について
　会員のかたへ案内を出し担当を決める
＊雨天の対応について
　荒天の場合は翌日に延期し、翌日も荒天の場

合は中止。別の日に、会員で収穫する
４）当クラブＨＰについて　＊承認
　大住委員長がＫＢＳと打合せを重ね、費用がか

からない事項については一任。
　大幅な変更（費用発生事項）は、随時理事会に

諮る
５）きみつ秋花火協賛金について　＊承認
　当クラブからは、協賛としてロイヤル観覧席

（レッド）２席購入
６）周西南中学校体育祭お祝いについて　＊承認



＊岡野幹事、協議会委員として出席予定
＊出前教室の開催学校へのお祝いは一律とする

７）坂田八幡神社祭礼費について　＊承認
　例年通り、賛助金を協力　

８）公益財団法人米山梅吉記念館への100円募金
について　＊承認

　　例年通り100円×会員数を寄付
９）その他　＊承認

　　　次回の理事会日程10月１日（月）11時30分～
２．９月８日（土）に君津市立周西中学校体育祭が

開催されました。当クラブからは、内山会長エレ
クトが出席されました。お疲れ様でした。

　　同日、君津市立周西南中学校体育祭が開催され
ました。当クラブからは、岡野幹事が出席されま
した。お疲れ様でした。

３．公益財団法人ロータリー財団へ寄付された、鈴
木会員へポールハリスフェローのバッチが届いて
おりますので、お渡しします。

　　マルチネス・ポール・ハリス・フェロー＋２

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．東京神宮ＲＣ25周年記念式典が開催されます。
　　　日　時：９月14日（金）
　　　　　　　登録開始：18時　点鐘：18時30分
　　　場　所：キーストンクラブ東京
　　　出席者：川名会員・鈴木会員・平野会員
　　宜しくお願い致します。

２．地区奉仕プロジェクト推進セミナーが開催され
ます。
　　　日　時：９月16日（日）
　　　　　　　登録開始：12時30分　点鐘：13時
　　　場　所：ＴＫＰガーデンシティ千葉

出席者：内山奉仕プロジェクト委員長、時下
職業奉仕委員長、佐々木青少年奉仕
委員長

　　宜しくお願い致します。
３．会員家族親睦ボウリング大会が開催されます。
　　　日　時：９月29日（土）

場　所：富津スターレーン（場所が変更にな
りました。後程宮嵜委員長より詳
細を報告）

　　本日、申し込み締切日です。まだお申込みされ
ていない方は事務局までお願いします。
４．次回例会は10月１日（月）です。
　９月17日（月）は敬老の日、９月24日（月）は
秋分の日の振替休日のため例会はありません。お
間違いのないようお願いいたします。
５．次回10月１日の例会前11時30分～、第４回定

例理事会が開催されます。
　　理事、役員の方は出席よろしくお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．会員家族親睦ボウリング大会の出欠の案内
４．親子体験枝豆収穫祭の出欠の案内
５．駅前花壇花植え準備作業・花植え作業の出欠の

案内
６．映画「ブレス」のチラシ
７．国際交流協会より「国際交流きみつ（８月

号）」ホストファミリー募集の案内
８．バギオだより
９．ポール・ハリス・ソサエティ（ＰＨＳ）とは、

入会申込書

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友（９月号）
３．ガバナー公式訪問写真

委　員　会　報　告
社会奉仕委員会
花抜き・花植え作業、親子枝豆収穫祭について

大森俊介委員長
【枝豆収穫祭】
　10月13日（土）三舟山　雨天の場合は翌日順延
お手伝いをして頂ける方は、８時に君津商工会議所
にお集まり下さい。
　また、機材運搬用のトラックをお持ちの方は、お
貸し頂けると助かります。
　直接現地に向かわれる方は、10時集合でお願い
致します。15時頃を終了見込みとしております。
　帽子、ジャンパー、ポロシャツの着用をお願い致
します。
　参加者が決定次第、役割分担しご連絡を致します
のでご協力宜しくお願いします。

【駅前花壇花植え】
　10月１日（月）例会終了後に、現在植えてある
花の抜き取り作業を実施します。
　ご協力頂ける方は、作業のできる格好で例会にご
出席頂きます様お願い致します。
　10月29日（月）例会終了後の13時過ぎより、周
西中１年生による花植え奉仕作業を開催します。
15時頃を終了見込みとしております。
　帽子、ジャンパー、ポロシャツ着用の上、ご協力
をお願い致します。
　また、畝づくりなどの事前準備を数名にお願いし



たいと思いますので、恐縮ですがご協力お願い致し
ます。

ロータリー財団委員会
映画ブレス紹介

大川裕士委員長
　９月１日の地区ロータリー財団セミナーでご紹介
されましたRotary・エンドポリオナウが協力してい
ます「ブレス」しあわせの呼吸という映画について
少しお時間を頂きます。
　物語は、運命の恋に落ち、結婚、子供も授かり、
最高に幸せな日々を送っていた主人公が1959年28
才の時、出張先のナイロビでポリオに感染。首から
下がマヒし、人工呼吸器なしでは息もすることが出
来ない。余命数ヶ月を宣告されるも1994年に他界
するまでの36年間、障害者の生活をより良いもの
にすべく尽力し運命は変えられなくても、生き方は
変えられる、幸せの鍵はすべて自分の心の中にある
ことを教えてくれる夫婦愛、家族愛、友人愛を描い
た感動の実話です。
　25ansヴァンサンカン10月号で、見ごたえたっぷり、
秋の新作映画４選の１つとして大PUSHしています。
　また、多くの著名人から感動と絶賛の声が届いて
います。
　９月７日より公開されていまして、千葉県ではＵ
Ｓシネマ千葉劇場で上映しています。
　YOU TUBEで予告編を観て頂き、劇場に足を運
んで、ポリオと言う病気に対して再度、認識を新た
にされ、ロータリー財団の重点の１つで、ＲＩの最
優先項目であるエンドポリオナウに共感頂き、ポリ
オプラスへ進んでご寄付をお願いしたいと存じます。
　以上、よろしくお願い致します。

親　睦　委　員　会
会員家族親睦ボウリング大会について

宮嵜　慎委員長
　昨年に引き続き９月29日の会員家族親睦ボウリ
ング大会開催のご案内をしたところ総勢39名のご
参加を頂き、感謝申し上げます。
　また、安房運輸グループよりも24名と多数の参
加を頂き、重ねて感謝申し上げます。
　場所の変更がありますのでご案内します。君津ア
イビーボウルから富津スターレーンに変更になりまし
たのでお間違いないようよろしくお願いいたします。
　集合時間、ゲーム開始時間等の変更はありません
が、ゲーム終了後は食事会、表彰式をディジョンでお
こないますのですみやかなご移動をお願いいたします。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」９月号紹介

小幡　倖委員
　今月の「ロータリーの友」
は、「いっしょに笑顔」の
テーマの下、子どもの貧困対
策、居場所づくりの記事が横
組み縦組みとも掲載されてい
ます。
　戦後育ちの年代であれば、
貧困は、当たり前の文言でし
たが、高度成長経済を体験し
た世代の人々の世代から移行するにつれて、大きな
社会問題化しています。「子どもの貧困」につい
て、ロータリークラブあるいはロータリアンの取り
組みが大きく紹介されています。
　子どもの貧困を救済する手段として、「フードバ
ンク」「子ども食堂」「学習支援」等があり活動さ
れています。
　この地域の現状は、どうなのか調べてみました。
君津市では、上総公民館で子ども食堂が活動、木更
津市では５カ所の場所で活動、富津市は、中央公民
館で、規模等様々ですがこの地域の現状です。
①フードバンク
　８Pに食品ロスついて、国内市場に出回った食糧
約8,300万トン、その中で年間食品廃棄量2,800万ト
ン、本来食べられたはずの食品(食品ロス)は646万
トン、飢餓に苦しむ世界の人々に向けた支援食糧
320万トンを大きく上回っています。いかに日本で
は、食べ物を粗末にいるかがわかります。このよう
ななかで、余った食べられる食糧を集めて、必要と
される人々への支援に回している。
②子ども食堂
　P14子供の貧困率のグラフが掲載されています
が、社会構造の大きな変容によって子供たちが犠牲
になっている現状と理解できるか？
　ひとつの場所に集まってコミュニケーションをと
りながら食事をする本来の団欒の姿が醸成されてい
ます。
③学習支援
　家庭では味わえない、子供の居場所づくりを設け
ることで、多くの企画の中から、本来の子供の笑顔
の生き生きとした姿を見ることができます。
最後に縦組み
　「子どもも地域も育つ！包括的子ども食堂」と題
して、NPO法人インクル
いわて　山屋里恵　理事長の記事。
・子どもの貧困は世帯の貧困、世帯の貧困は地域

の貧困、貧困は現代社会の矛盾と課題の縮図であ
る。と話されています。



　最終章でコミュニティーが狭いほど周りの人と
知られたくなかったり、そのしがらみが生きづら
さになったりします。そこから逃げたいときもあ
るのですけれども、やはり、何かあった時には誰
かとつながっていることが一番の力になるので
す。それほど親密でなくても、あそこに行けば何
かある、あそこに行けば話を聞いてくれる人がい
る、という「場」が必要だと。これから単身世帯
が多くを占める社会になった時に、それは心強
く、人を孤立させない「場」になると思います。
　今一番してほしいことは、企業参加です。企業
も地域の中馬仲間であることを子たちに感じてほ
しい。将来、職業を選択する上で自分の地域にこ
ういう会社があることを知ること。
　そして、この地域が大好きで、ここで働こうと
考えられるような仕組み作りが大事です。
　ロータリアンの会社が協力してくださることに
より、地元企業の仕事を知り、仕事体験ができた
りするので、子供たちの世界と未来が広がります。

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「社員教育について」

坂本直樹会員



　坂本会員の卓話にご協力いただきました。ありが
とうございました。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 ガバナー公式訪問の写真頂きまし

た。どうもありがとうございました。
岡野　　祐 席替え抽選初めて当たりました。と

ても嬉しいです。ありがとうござい
ました。

内山貴美子 土曜日に周西中の運動会に出席させ
ていただきました。強風の中赤青黄
色の３色に分かれて、中学生が頑
張っていました。種目が危険とか熱
いとかの理由でリレーものばかりが
ほとんどでした。何か時代が変わっ
たなぁと考えさせられました。

 ガバナー公式訪問の写真ありがとう
ございました！

隈元　雅博 法人会の研修で本日欠席させていた
だきます。

福田　順也 坂本会員卓話ありがとうございました。
秋元　政寛 昨日お祭りでおみこしを担いできま

した。体中が筋肉痛です。中野さん
ご協力ありがとうございました！！

佐々木昭博 本日９月10日は、「屋外広告の日」
です。読んで字のごとく、看板を含
めた屋外にある広告物全ての総称で
す。数年前では予想も出来なかった
スーパー台風の上陸も増えていま
す。皆さんの会社の看板について
も、改めて老朽化等の点検をしてみ
て下さい。

坂本　直樹 本日は卓話の機会をいただき、あり
がとうございました。大人数で失礼
致しました。月末の懇親ボウリング
大会も大勢でお邪魔させていただき
ますのでよろしくお願い致します。

小幡　　倖 ガバナー公式訪問記念写真お世話に
なりありがとうございました。

安房運輸㈱
小曽根将弘様

安房運輸㈱
髙梨健太様



武田富士子 法人会の研修で本日欠席させていた
だきます。

大川　裕士 安房運輸㈱の社員の皆様、来訪あり
がとうございます。

 ポリオに関する映画、ブレスしあわ
せの呼吸の紹介時間を頂きまして、
ありがとうございました。劇場に足
を運んで頂ければ幸いです。

 大坂　半端ねぇ！
廣田　二郎 ガバナー公式訪問の写真ありがとう

ございました。
宮本　茂一 写真いただきました！！（コメント、

読む必要ありません！！）
大森　俊介 皆様、花抜き・花植え作業、枝豆収

穫祭のご協力宜しくお願いします。
黒岩　靖之 ガバナー公式訪問の写真をいただき

ました。
西山　　肇 坂本様、卓話ありがとうございま

す。本日、かずさマジックが東京ガ
スに勝利し、10月13日（木）の代
表決定戦に進めるようご声援宜しく
お願いします。

大浦　芳弘 大阪、北海道と自然災害が続いてい
ます。いずれも、これまでに経験の
ない強さだとのこと。想定外に備え
るのは難しいですが、想定内の対策
がキッチリ効果が出るようにあらた
めて、点検・確認を行っています。

宮嵜　　慎 坂本様を始め、安房運輸の皆様、貴
重な卓話ありがとうございました。

 親睦ボウリング大会には多数の参加
をありがとうございました。

川名　正志 写真を頂きました。ありがとうござ
います。又、秋花火協力・協賛もあ
りがとうございました。

時下　俊一 10年振りに居間のテレビを更新し
ました。先々代の最後のブラウン管
テレビは、北京オリンピックの前の
週に昇天。持ち主思いのテレビでし
た。テレビの性能が上がったせいか
街頭インタビュー等で話している人
の顔にFocusが合っていないとか、
この人こんなに小じわが多かったか
しらとか、どーでも良いアラが目
立って気になります。

喜多見　貴 先週の金曜日は支店の業績が低迷し
ており、会議でみっちり絞られまし
たが、週末に息子のサッカーの応援
と自分自身の卓球の試合で汗を流し
リフレッシュ出来ました。今週も頑

張っていこうと思います。
谷　　浩司 坂本会員、安房運輸の皆さん、卓話

ありがとうございました。社員教育
に関して、参考になりました。

大住　昌弘 先週の台風21号と北海道胆振東部地
震で被害にあわれた方に謹んで、お
悔やみとお見舞いを申し上げます。
大阪の高校同窓ゴルフコンペを先週
末20人で、札幌近郊で開催予定でし
た。手作りのツアーで裏幹事だった
ので、周初めから組合せ変更、キャン
セルと関係者の連絡に追われました。

吉田　雅彦 坂元会員、卓話ありがとうございま
した。

 想定外の災害続きで、台風と地震が
同時に来ても対応できる対策を日頃
から考えておかなければならないと
実感しております。

早見　秀一 集合写真を頂きました。ありがとう
ございます。

 坂本会員、卓話ありがとうございま
した。

赤星　哲也 まだまだ暑いですね。ご安全に。
中野　賢二 昨日は、坂田のお神輿に協立工業と

して27人で応援に行きました。久
しぶりに活気のある祭りになりまし
た。私はクタクタになりました。

内山　雅博 坂本会員、卓話ありがとうございま
した。着任して早、６ヶ月目となり
ます。中間決算に向けて追い込み中
です。


