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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　今年度、地区補助金の申請をいたしましたスリラ
ンカ中北部のボロンナワ地区の小学校を中心とした
コスモス奨学金を通じた浄水器の寄贈が認可されま
したので、スリランカについて少し話したいと思い
ます。
　通称スリランカは1948年2月4日イギリスから自
治領のセイロンとして独立しました。その後1972
年現在のスリランカ民主社会主義共和国に改名し英
連邦の共和国となりました。ちなみに国名をスリラ
ンカに改称したシリマヴォ・バンダラナイケは世界
初の女性首相です。
　1983年からシンハラ人とタミル人の民族対立が
ありましたが2009年5月長く続いた内戦は終了しま
した。
　国名の意味は、【聖なる光輝く島】、シンハラ語
で、スリ は「光り輝く」「高貴な」ランカはライ
オンの島という意味になります。
　紀元前5世紀ごろ、今のスリランカの人口の７割
を占めるというシンハラ人がインドから海を越えて
移住してまいりました。ライオン（シンハ）と人間
の子どもがシンハラ人の先祖という伝承があり、仏
僧法顕（ホッケン）の『仏国記』には「獅子国」と
あります。やがてスリランカ自治が認められまし
た。
　国旗には最後のキャンディー王朝の旗ライオンと
剣で四隅には国内多数派の仏教徒（シンハラ人）の

菩提樹の葉っぱ、そして少数民族のイスラム教徒
（ムーア人）の緑、ヒンドゥー教徒（タミル人）の
サフランイエロー、が縦線に描かれています。
　首都の名前は、スリジャヤワルダナプラコッテと
大変長い名前になっています。意味は、スリ＝聖な
る　ジャヤワルダナ＝第2代目大統領　プラ＝街　
コッテ＝元々の街の名前です。一般にはコッテ、
コーッテと呼ばれています。
　識字率は92.5％と開発途上国としては極めて高い
水準にあり、世界でも数少ない初等教育から高等教
育まで、すべての教育が無償な国の一つです。
　主な経済部門は、観光産業、茶の栽培、繊維産
業、稲作その他の農業です。
　今年4月21日のイスラム過激派によるスリランカ
同時多発テロは皆様には記憶新しいものと思いま
す。そのため観光に行く人が少なくなり経済的打撃
が大きいです。世界的に有名な建築家ジェフリー・
バワのヘリタンス・カンダマラホテル、ライトハウ
スホテル等も観光客の減少により1/3くらいで大変
安くなっているそうです。
　今年は29年ぶりの水不足で電力、農作物に大変
影響がでているそうです。
　アヌタープラのお寺からも子供たちの家庭用の浄
水器の希望が出されているそうです。
　同じ島国同士共に手を繋ぎ共に輝く島になれたら
と思います。君津ロータリークラブとしてもできる
限り支援したいと思いますので皆様のご協力よろし
くお願いします。

報　　告
１．7月9日（火）第22回君津チャリティーゴルフ大会が

開催されました。当クラブからは、釼持会員、宮本会
員、川名会員、岡野会員、村上会員、藤平会員、秋
元ゆかり会員が参加されました。お疲れ様でした。

２．7月11日（木）きみつ秋花火第3回実行委員会会議が
開催されました。当クラブからは、平野会員が出席
されました。お疲れ様でした。

３．7月20日（土）米山記念奨学委員会カウンセラー・米
山奨学生研修会が開催されました。当クラブから
は、廣田カウンセラーが出席されました。お疲れ様
でした。



幹　事　報　告
武田富士子幹事

１．例会変更のお知らせ
　＜富津中央RC＞
　①日時：８月８日(木)を8月3日(土)に変更
　　会場：マザー牧場
　　内容：納涼家族夜間親睦例会
　②日時：8月15日(木)　休会
　　理由：定款第7条第1節C項による
　③日時：8月22日(木)　移動例会
　　会場：東京ベイプラザホテル
　　内容：木更津RCとの合同ガバナー公式訪問
２．本日7月22日(月)、第2回第5グループ会長・幹

事会開催
　　場　所：レストラン菜心味（袖ケ浦店）
　　時　間：15時
　　参加者：内山貴美子会長・武田幹事
３．7月24日(水)第4回きみつ秋花火実行委員会会議

開催。
　　場　所：生涯学習センター202
　　時　間：18時半
　　出席者：平野会員
４．7月26日(金)、第22回君津市福祉チャリティー

ゴルフ大会第3回運営委員会開催
　　場　所：君津市保健福祉センターふれあい館2階
　　時　間：13時30分～
　　出席者：秋元ゆかり会員

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．ガバナー公式訪問及び合同例会・クラブ協議

会・懇親会の出欠の案内
４．第43回RYLAセミナー開催の案内
５．第18回ロータリー全国囲碁大会の案内
６．茂原東RC解散のご挨拶
７．「それもセクハラですよ」のチラシ
８．ハイライトよねやま
９．ロータリーコーディネーターNEWS(8月号)
10．バギオだより(7月号)
11．かものはしプロジェクト2018年次報告
12．本日も先週に引き続き、受付に開発途上国の

薬物乱用防止の活動募金箱を設置。ご協力お願い
します。

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2019-20年度活動計画書
３．かずさFMより冊子

御祝い贈呈
内山貴美子会長

　内藤智介会員結婚祝い

新入会員紹介
紹介者　黒岩靖之会員
入会者　大木建樹様

氏名：大木　建樹（おおき　たけき）
生年月日：昭和39年7月1日
年齢：55歳
出生地：習志野市
住所：千葉市
出身大学：立正大学　経営学部（昭和62年3月卒）
入行年度：昭和62年入行
家族構成：妻、長男、長女、犬1匹
趣味：毎日の犬の散歩と近年はゴルフ
性格：明るく社交的

入　　会　　式
内山貴美子会長

大木建樹様

委　員　会　報　告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」7月号の紹介

谷口弘志委員長
　日鉄テックスエンジ㈱の谷口です。今年度の公共
イメージ向上委員会の委員長として、まず今年度
最初の「ロータリーの友」7月号の掲載記事を紹介
致します。7月号は、｢ＲＩ会長のマーク・ダニエ
ル・マローニー氏、並びに各地区ガバナーの横顔｣
の紹介記事が特集となっています。
⑴「ロータリーの友委員会」の片山委員長のメッ

セージ　横書き　Ｐ3



　“購読から講読、講読から好読、そして好読から
愛読に”とのタイトルで、｢ロータリーの友｣を少し
でも読んでいただけるよう、少しでも目にとどめて
いただけるよう、手に取っていただけるようにとの
思いが述べられています。
　｢ロータリーの友｣は、1953年1月号から情報交
換・親睦交歓を中心に日本国内を横につなぐ会員誌
として編集・発行されてきました。その後、30年
程の経過の中で国際ロータリーに地域誌の認可を得
て、1980年7月号からＲＩの条件を順守しながら、
現在の形で｢ロータリーの友｣を出版してきていると
のことでした。
　ＲＩ関連の雑誌としては、ＲＩが編集・発行して
いる｢The Rotarian｣があります。尚、世界のロータ
リー地域雑誌の総称が、『Rotary World Magazine 
Press』から『Rotary Global Media Network』に変
更になったことを知らせています。
　今年度は、ロータリーの友事務所が一般社団法人
として設立されて10年になるのを機会に、組織改
善の検討に入るそうです。懸案の赤字問題に関して
は、引き続き友委員会で検討して財政基盤の強化に
努めていくそうです。
　今年度の新企画として、ロータリアン個人にス
ポットを当てた「この人　訪ねて」、テーマを予
め決めて読者から広く意見や疑問などを募集した
「侃々諤々」のコーナーを設けることが紹介されて
います。
⑵「今までの人生は、これからの序章」　横書き　

Ｐ8～19
　今年度ＲＩ会長のマーク・ダニエル・マローニー
氏、並びに夫妻・家族の生い立ち、学生時代のエピ
ソード、地元のロータリアンとしての活動、これま
での社会奉仕活動の紹介等を通じて、人柄や功績を
紹介しています。マローニー家は1849年にアイル
ランドからアメリカに移住したカトリック系移民と
して、イリノイ州リッジウェイで農場を営み成功
したそうです。マークさんは、1955年5月14日生ま
れ、奥さんのゲイさんと結婚後、アラバマ州のジ
ケーターで義父と法律事務所を共同経営しながら、
家族ぐるみで様々な社会奉仕活動に取り組んでいる
ことが紹介されています。過去の経歴や人となり
は、ＲＩ会長になるべくして選出された人物である
ことを物語っており、皆さんも是非、記事を一読さ
れて下さい。
⑶今年度のＲＩテーマ：「ロータリーは世界をつな

ぐ」に込めた思い　横書き　Ｐ20
　「ロータリーの礎は『つながり』であり、ロータ
リーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々
が手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築
いてまいりましょう。ロータリーでの経験の中核に

あるのは『つながり』です。ロータリーで私達は、
お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互
いにつながることができます。ロータリーがなけれ
ば出会うことがなかった人々、職業上の機会、私達
の支援を必要とする人達とつながりをもたらしてく
れます」と述べています。
　また「ロータリーは家族です。ロータリーは、家
族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間
を補うような経験を提供する場である必要がありま
す。クラブが温かく、みんなを受け入れるような雰
囲気があれば、家族と奉仕活動は両立でき、家族志
向の若い職業人にロータリー奉仕や市民としての参
加の機会を提供できます」とも述べています。
⑷「ガバナーの横顏」　横書き　Ｐ21～38
　第2500地区から第2740地区の今年度ガバナーに
ついての横顏と題して、紹介記事が掲載されていま
す。当地区の第2790地区の記事はＰ31です。諸岡
ガバナーは、創立58年を迎えた成田ＲＣからの二
人目のガバナーで、和菓子製造販売の“なごみの米
屋”代表取締役ＣＥＯ、成田山新勝寺総代です。地
区スローガンとして、「ロータリーから千葉を元気
に！」を掲げられています。
⑸「ＲＩ理事メッセージ」　横書き　Ｐ39～43
　今年度は日本で一人となる国際ロータリー理事
の三木氏のメッセージ、ロータリー財団管理委員
の北氏から“ギミーファイブの奨励（ゲイリー・ホ
アン委員長の提唱）”などの財団活動の紹介、ロー
タリー米山記念奨学会理事長の齋藤氏のよねやまだ
より、ロータリー文庫運営委員会委員長の大野氏の
現状報告（ロータリー文庫ウェッブサイト紹介含
む）、ロータリー日本100年史編纂委員会委員長の
神崎氏から2020年10月発刊予定の100年史の紹介記
事が掲載されています。
⑹「都市文化におけるミュージアムの役割」　縦書

き　Ｐ4～8
　本記事は、兵庫県立美術館館長の蓑氏の第2660
地区ロータリーデーの基調講演要旨です。蓑氏は、
海外で幾つかの美術館関係、具体的にはカナダの
ロイアル・オンタリオ博物館、モントリオール美術
館、アメリカのインディアナポリス美術館、シカゴ
美術館で数々の仕事を経験されています。これら美
術館の仕事を通じて、やはり音楽や美術というもの
は、小さい時から学ぶ機会をつくることが、将来、
子供たちにとって日本の文化や世界の文化を知る上
で、本当に大事であると言っています。子供達に、
早い時期に美術館の楽しさ、本物に接する素晴らし
さ、良い音楽を聞く機会をつくるべきと考えている
そうです。
　それを実践した事例として記事では、金沢21世
紀美術館を館長として立ち上げた経験談を述べてい



ます。美術館にたくさんの子供を呼び込み、そして
訪れた子供が親を連れてくるという仕組みをつくる
ことで、昨年の入場者数は235万人に達したそうで
す。外国の事例では、大英博物館では、子供達が寝
袋を持ってきて古代エジプトの部屋で過ごす。シカ
ゴのフィールド自然博物館でも、恐竜の骨格の下で
寝袋を持って泊まるプログラムがあるそうです。
　司馬遼太郎の「文化は人が来て文化になる、人が
いないと文化はできない」という言葉を信じている
とのことで、優れた建築で斬新な美術館は、世界中
から人を呼び寄せる力があり、経済効果をもたらし
て街を活性化する、美術館が街を変えることが出来
るという主張です。具体的な事例としてスペイン
の工業都市であるビルバオの造船所跡地に1997年
に開館したグッゲンハイム美術館や、アラブ首長国
連邦のアブダビで砂漠の街に開館したルーヴル・ア
ブダビ（ルーヴルの分館）のことが述べられていま
す。日本では、金沢21世紀美術館の開館時の苦労
話、神戸の製鉄所の跡地に建てた兵庫県立美術館の
話が紹介されています。
⑺特集「この人　訪ねて」、京都紫野ロータリーク
ラブの田畑喜八さん　縦書き　Ｐ9～12
　京友禅の名跡である第5代『田畑喜八』、日本伝
統工芸士会の会長、田畑染飾美術研究所代表取締役
の紹介記事です。友禅染は江戸時代、17世紀の京
都にて発祥したもので、京都から加賀や東京に広
がりましたが、就中、京友禅を育んだものは、“京
都の良い水とお公家さんの審美眼”だったそうで
す。田畑家は親子の葛藤の中で技を磨いてきたよう
で、5代目を襲名したのは還暦を迎えた頃だそうで
す。田畑家は「良いものだけを見よ」、「半歩先を
行け」という家訓があり、化粧や色彩について、現
代の流行の風を感じる努力をしながらお客様と向き
合っているとのこと。
　絵画の秘訣の一つである気韻生動、即ち気品の高
い趣をもち、文字や絵画などが生き生きとして動き
出そうとするかに見えるように描く、桜には桜の
心、松には松の心があり、それを描くということが
“心を込めて描く”ということだそうです。
　もう84歳ではなく、まだ84歳という気持ちで、
日々、水と湯の交代浴の健康法を実践しながら仕事
に取り組んでいることが紹介されています。　　
　以上で“ロータリーの友”の紹介を終ります。

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「タイ プミポン国王の崩御に接して」

楠原義章会員
　皆さん、こんにちは。日本製鉄の楠原です。
　今回、例会で卓話を行う機会を頂き、ありがとう
ございます。前回皆さんの前でお話をさせて頂いた

のは、今年4月15日の自己紹介
でした。その際、プロフィー
ルの中で「タイに駐在経験が
ある」ということを申し上げ
ました。駐在期間は2015年4
月から2016年12月末までの1
年9ヵ月間と非常に短かったの
ですが、実はその間に「タイ
国王の崩御」に接するという
経験を致しました。
　今回はその時の話をさせて頂きたいと思います。
　タイは立憲君主制の王国で、私が着任した2015
年4月当時、日本で「プミポン国王」の名で知られ
たチャクリー王朝第9代国王のラーマ9世が在位さ
れておられました。プミポン国王は当時87歳、即
位して69年と世界で最も在位期間が長い国王でし
たが、数年前から体調不良で入院されており、国王
の健康状態は常にタイ国民の強い関心事という状況
でありました。
　プミポン国王は18歳で即位後、「王室プロジェ
クト」と呼ばれる農産品や工芸品の製作支援を通じ
て地域経済の発展・活性化に取り組まれるととも
に、常に国民第一の姿勢を示して来られたことか
ら、タイ国民から「父」と慕われるカリスマ的な存
在でありました。タイを旅行されたご経験がある方
であればご存知と思いますが、街中至る処に国王の
写真や肖像画が飾られていますし、タイの紙幣や硬
貨には必ず国王の肖像画が描かれています。なお在
位年数や年齢の節目に記念紙幣が発行されるのです
が、私も国王の84歳の誕生日を祝う100バーツ記念
紙幣と、崩御直前に発行された在位70年を祝う70
バーツ記念紙幣を所有しています。
　またプミポン国王は、単に国民から絶大な人気が
あるというだけではなく、軍部と民主化運動グルー
プの武力衝突を調停・沈静化させるなど、タイ国家
の社会・政治・経済を安定化させる上で非常に重要
な役割を担ってこられました。こうした位置づけ・
役割を担ってこられたプミポン国王ですが、在位期
間が69年にも及ぶということは、戦後から現代に
かけてタイという国には「常にプミポン国王がおら
れた」ということであり、我々タイに進出している
日系企業にとっては、「そうなった時に何が起こる
のか予測できない」という意味でプミポン国王の崩
御がこの国最大のリスクという認識を持って国王の
容態を注視していました。しかしながら、タイの刑
法に「不敬罪」が存在することを含め王室のことを
公の場で話題にすることはタブーとされており、そ
の結果政府の公式発表以外に我々民間人が入手出来
る情報は極めて限られていたことに加え、私が出向
していた当社の出資会社は当然日本人以外にタイ人



従業員も一緒に仕事をしていたことから、予め「Ｘ
デー」に備えて何らかの準備をするというような対
応を取る訳にはいかなかったという点も、我々駐在
員の悩みどころでありました。ただ、そういう状況
の中で、場合によっては服喪のために工場の操業を
1か月間程度休止せざるを得なくなる可能性も視野
に入れていたことは事実です。
　そして2016年10月13日の15時52分、プミポン国
王が崩御されました。同日18時50分に王室庁によ
る国王崩御発表、19時に首相府よりテレビの一斉
放送で国民に対して以下の3点の発表がありまし
た。
1）全ての公的な場所、国営企業、政府関係機関及

び教育機関は、10月14日より30日間半旗を掲揚
する。

2）全ての公務員及び国営企業従業員、政府機関職
員は、10月14日より1年間喪に服す。

3）一般国民は、適切な行動を考えて行動するこ
と。さらにプラユット首相から、次の国王にプミ
ポン国王の長男であるワチラロンコン皇太子が即
位することを発表、加えて政府から「経済活動・
企業活動を止めないように」との声明が繰り返し
発表されました。

　これら政府の一連の動き・対応は、我々駐在員に
とっては非常に迅速かつ周到に映りました。具体的
な服喪期間を明示するとともに次期国王を早期に発
表することで国民の不安や混乱を取り除き、また企
業の経済活動が停滞しないようにという明確なメッ
セージを発したことで、我々が危惧していたような
事態には陥りませんでした。私が勤めていた会社も
崩御の翌日以降通常操業しましたし、タイ人従業員
も基本的には通常通り出勤し、職務に従事しまし
た。ただ、朝から涙を流しているタイ人従業員が散
見されたことが印象的でした。
　このように国王崩御に伴う国家の混乱を最小限に
抑制できたのは、国王の入院期間が長期に亘ってい
たため我々民間企業とは異なり政府として万が一の
際の検討・準備が出来ていた可能性があるというこ
とと、当時のタイは軍事政権下にあったことからこ
うした統率・統制を効かせることが出来たのではな
いか、というのが私の個人的な推測です。
　なお、国王崩御の発表以降、数日間スーパーやコ
ンビニエンスストアでは酒類の販売が自粛となりま
した。また、暫くの間ＴＶ番組は全てのチャンネル
が追悼のモノクロ放送となり、政府関係等公的機関
のウェブサイトもモノトーンとなり、さらに街中を
歩くタイ人・外国人の大半が喪に服すことを表す黒
い衣服を着用するという光景が1年間続きました。
因みに黒服に関しては、その需要が急増したことか
ら、わざわざ政府が小売業者に対して不当に価格を

吊り上げないように声明を発表するとともに、黒服
が買えない貧困層等を念頭に、「黒服の代わりに弔
意を表すもの」として装着する黒いリボンを999万
9千999個無料配布する等の対策を講じました。な
お、なぜキリの良い1,000万個でなかったのかは、
よく判りません。
　加えて、先ほど政府から一般国民に対して適切な
行動を取りなさいというお達しが出たということを
申し上げましたが、具体的には「30日間の娯楽禁
止」という発表があったようで、これを受けてバン
コクやパタヤの歓楽街では閑古鳥が鳴いていたよ
うです。因みに私は、自己紹介の時にも申し上げま
したが田舎の工業地帯に住んでいたので、そもそも
普段からそういうものには全く縁がありませんでし
た。
　そして、私は既に日本に帰国しておりましたが、
1年間の服喪期間を経て、プミポン国王の葬儀は
2017年10月25日から29日までの5日間をかけて執
り行われました。その後、2018年にワチラロンコ
ン新国王の肖像画が描かれた新紙幣の発行が開始
され、即位から約2年半あまりを経た2019年5月4日
に、新国王の戴冠式が執り行われました。
　こうして、タイは本格的にワチラロンコン新国王
の時代に入っていきます。
　私が勤める日本製鉄㈱のグローバル事業戦略にお
いて、タイは最も重要な国・地域の一つであり、新
たな国王の下で、タイ王国が益々発展することを心
から祈念しています。
　以上を持ちまして、私の卓話とさせて頂きます。
ご清聴ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 大木様、本日は入会おめでとうござ

います。これから共にロータリー活
動頑張りましょう。未熟な会長です
が、宜しくお願いします！

武田富士子 大木様、入会おめでとうございま
す。よろしくお願い致します。最初
はとまどいもあるかと思われます
が、楽しみながらロータリー活動に
なじんで下さい。皆さんいい方ばか
り、食事もおいしいですし、例会参
加がまちどうしくなりますよ‼

永嶌　嘉嗣 前回の例会では御心配をおかけしま
した。次回からはあまり飲まないよ
うにします。

内藤　智介 お祝いありがとうございます。馴れ
ないながらも不自由で騒がしい人生
の墓場生活を楽しんでいます。

大木　建樹 本日入会致しました大木と申しま



す。宜しくお願い致します。
黒岩　靖之 大木建樹様を紹介させていただきま

す。皆様よろしくお願いいたしま
す。

内山　雅博 原田会員、大木会員これから宜しく
お願いします。7月10日、横浜銀行
との提携を発表しました！が、現場
は以前とかわりなくK銀行さんとC
信金さんと仲良くやっていきますの
で御安心下さい。

早見　秀一 大木支店長、ようこそ君津ロータリ
へ。一緒に盛り上げて行きましょ
う。内藤会員、まことにおめでとう
ございます。

秋元ゆかり 内藤会員、御結婚おめでとうござい
ます。末永くお幸せに。

別府　明人 内藤さんご結婚おめでとうございま
す。お幸せに！

大森　俊介 内藤会員ご結婚おめでとうございま
す。お幸せに！

吉田　雅彦 内藤会員ご結婚おめでとうございま
す。原田様、大木様どうぞ宜しくお
願い申し上げます。

佐々木昭博 大木会員、原田会員、ロータリー入
会おめでとう御座います。共にロー
タリー活動をがんばって行きましょ
う！内藤会員もご結婚おめでとう御
座います。温かい家庭を築いて行っ
て下さい。

福田　順也 原田様、大木様入会おめでとうござ
います。共にロータリー活動がんば
りましょう。

隈元　雅博 大木さんご入会おめでとうございま
す。これから共に地域の為、世界平
和の為に頑張ってまいりましょう。
楠原さん、貴重なお話をありがとう
ございました。タイは今政治的に大
変な時期ではありますが、我々がで
きることを行っていければと思って
おります。これからもロータリー活
動を頑張ります。

小川　哲也 原田さん、大木さんよろしくお願い
します。初めて受付にすわりまし
た。新しいお役目を頑張ります。

楠原　義章 20年前に机を並べて一緒に仕事をし
ていた先輩が、今回の参院選に無所
属で出馬し、見事当選されました。
今度会ったら「センセイ」と呼びた
いと思います。

赤星　哲也 楠原様、卓話ありがとうございまし

た。
村上　　進 皆様こんにちは。はじめて、当たり

が出ました。ありがとうございま
す。楠原会員、卓話ありがとうござ
いました。

廣田　二郎 久しぶりの例会出席です。楠原会員
貴重な卓話ありがとうございまし
た。

宮嵜　　慎 人見神社を始めとする、神社の夏祭
りが皆様の御力添えにより無事に納
める事が出来ました。心より感謝申
し上げます。原田様、大木様、入会
おめでとうございます。楠原様、貴
重な卓話ありがとうございました。

篠塚　知美 7月7日におこなわれました、きみつ
七夕祭りに足を運んで頂いた会員の
皆様、協賛して頂きました皆様、誠
にありがとうございました。雨の中
のお祭りになりましたが、無事に終
えることが出来ました。感謝致しま
す。原田会員、大木会員、ご入会お
めでとうございます。今後とも、宜
しくお願い致します。

髙橋　雄一 7月20日、人見神社のお祭りがあ
り、5年ぶりに、みこしをかつぎま
した。すがすがしく、みなさんも、
みこしをかついでみませんか？

中野　賢二 皆様の御協力のおかげで、無事七夕
まつりを開催する事が出来ました。
一日中雨で来場者は少なかったです
が、子供達はいつも通り、元気いっ
ぱいでした。ありがとうございまし
た。

大住　昌弘 先週、2790地区フェローシップ委
員会スリランカクラブの役員会にオ
ブザーバー参加しました。内容は以
下の通りです。スリランカクラブと
して地区補助金獲得。財団より事業
の50%、15万円供出あり、内容は辞
書の寄贈等。スリランカセミナーを
今年11/30(土)13時～15時、千葉市
内で開催予定で、諸岡ガバナー、ス
リランカ大使、山武市長などもお呼
びする予定。時間のある方は気楽な
会なので、参加下さい。君津ＲＣの
活動報告も少しできるかもしれませ
ん。

遠田　裕治 先日、熱中症と思って救急車で運ん
だ人が、脳こうそくだったとわかり
ました。大事に至らず良かったで



す。体の片側がしびれるって、熱中
症にはないそうです。

谷口　弘志 今年度の公共イメージ向上委員会の
委員長として、まず最初の「ロータ
リーの友」の記事紹介を担当しまし
た。今後、委員の皆さんで分担しな
がら毎月、記事紹介を行いますの
で、委員の皆さんは宜しくお願いし
ます。

薮　 　武 先週10年ぶりに大分に行きました。
新しくなった大分駅と古くなった弊
社事務所に驚き、霧で高速道路が通
行止めとなり2時間弱かかって大分
空港にたどり着き、疲れました。

岡野　　祐 いよいよ娘の夏休みが始まりまし
た。中学生になったので、あまり一
緒に遊んでくれなくなってきました
が、楽しい夏休みにしてあげたい
な、と、思ってます。

荒井潤一郎 参院選が終わり、今後の日本経済が
良くなる事を期待します。

坂本　直樹 梅雨あけ間近となり、これから約
1ヶ月半がドライバーさんたちに
とっては熱中症との本格的な戦いと
なります。我々も心してかかりま
す！

倉繁　　裕 最近、週間天気予報で雨予報の多い
中、当日になり何とか曇りで雨降り
殆どなく、日照も少なく、ゴルフが
できる機会が続いていて、たまたま
昨日もそうでした。今週梅雨開け、
いよいよ7月下旬から暑くなるとの
想定もある中、真夏のゴルフは控え
る予定です。

大浦　芳弘 梅雨がなかなか明けないですね。農
作物に被害、海の家は閑古鳥等々、
いろいろなところに影響が出ている
ようですが、皆様の会社には影響な
いでしょうか。弊社は、濡らしては
いけない製品の船積みもあり苦労し
ております。今週には梅雨が明ける
との報道もありますが、明けたら明
けたで高温による熱中症へのケアが
必至となるでしょうから、なかなか
気の休まることはなさそうです。梅
雨寒から一気に猛暑日に、会員各位
もご自愛ください。 




