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四つのテスト

永嶌　嘉嗣会長
それでこそロータリー
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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　少なくとも35年ほど前までは東大第1外科には裏門
会というのがありました。おそらく医局でそう言い慣わ
されていただけで、他に正式な名称があったのかもし
れません。ご存知のとおり東大医学部の同窓会を鉄門
会といいます。裏門会は優秀なのに第1外科の主流か
ら外れた先輩たちが主として組織していた感じです。
裏門には少し恨みの意味も込められていたのかもしれ
ません。年に2回ほど会合があり、そこでは簡単な事務
報告と、若手研究者による発表がありました。発表者
はおそらく医局長の先生辺りが中心となって次はこい
つぐらいかなと決めていたのだろうと思います。ある時
私に白羽の矢が立ちました。都内のそれほど大きくな
いレストランに伺うと、次 と々先輩が姿を現しました。そ
の中には教科書でしか見たことがないような、あるいは
とっくに鬼籍に入られたと思っていた方々もいました。
昭和天皇の侍医であった星山先生もいらっしゃいまし
た。スライドは何枚でも使っていいということでしたの
で多くのスライドを持参したと思います。それを準備し
ようとすると当時東京厚生年金病院の副院長であった
山本先生が、「私がスライド係りですから」とおっしゃり
スライドの映写の準備が始まりました。山本先生は敏
腕の外科医として先輩の中でも有名な方です。恐縮し
て自分でやりますといってもこれは私の役目ですから

と譲りません。確かに当日集まった方々の顔ぶれから見
ると山本先生が一番若手であったと思います。そのよう
な偉大な大先輩に挟まれて何か話はしていたとは思い
ますが緊張のあまりほとんど気絶状態でした。しばらく
して会長の先生から「先生誠に申し訳ありませんが、本
日は集まりが悪いようですので、先生のご講演は中止
ということにさせていただき、食事だけお召し上がりく
ださい。日を改めて後日ご講演いただきたいので連絡
をお待ちください」と言われました。なんの味もしない
食事をしてその日は帰りました。後になっても何を食べ
たか思い出せませんでした。後にも先にもその集まりに
2回呼ばれたのはどうやら私だけでした。2回目の集ま
りでどうやら発表を終えることができたときにはおそら
く汗を1リットルくらいはかいていたと思います。学位診
査の次に緊張しました。でも今となってみると大変いい
思い出です。なぜもっと楽しまなかったのか、貴重な経
験をさせてもらいながら、なぜもっと先輩方とお話がで
きなかったのかと後悔ばかり残ります。若い会員の方
にはこれからそのような経験をする方もおられると思い
ます。そのようなときは胸を張り、堂 と々ふるまわれるこ
とをお勧めします。そうすれば先輩方から貴重なアドバ
イスをたくさん頂けるはずです。以上本日の会長挨拶と
させていただきます。

報　　告
１．公益財団法人ロータリー財団へ寄付された方へ
　　認証状及びバッチをお渡しします。
　ポール・ハリス・フェロー　+３　小幡会員
　ポール・ハリス・フェロー　+１　北見会員
　ポール・ハリス・フェロー　+１　隈元会員
　ポール・ハリス・フェロー　+１　内山会員
　新ポール・ハリス・フェロー　　　小川会員

マルチプル・ポール・ハリスフェロー



幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．3月3日(日)、君津市少年野球連盟総合開会式が開催
　　場所：君津市民文化ホール(大ホール)
　　時間：１３：００
　　出席：岡野幹事

２．次週３月４日、第９回定例理事会が開催されます。
　　場所：ホテル千成
　　時間：１１：３０～
　　出席：理事・役員
　　
　　同じく３月４日、新理事会開催
　　場所：ホテル千成
　　時間：１３：３０～
　　出席：新理事・役員

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報　　　　　　　　　　　　　
２．第５グループ週報	
３．第５グループ麻雀大会日程変更の案内
４．甲府東RC創立30周年記念式典の案内
５．2019-2020年度ロータリー手帳の予約
６．ザ・ロータリアン英語版

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ロータリーの友(2月号)
３．八重原中学校出前教室のお礼状
４．抜萃のつづり

委　員　会　報　告
公共イメージ向上委員会
「ロータリーの友」2月号の紹介

松井泰次郎委員　
１．横組み（P.7～P.11）　
①『難民を知る』という題目の特集で平和と紛争予

防・紛争解決月間でのロータリーの取り組みにつ
いて紹介されております。世界各国で難民・避難
民が増え続け2017年末時点で6,850万人を上回っ
たとのことです。

　①ミャンマー→バングラデッシュへ10日間102㎞
　②シリア→ヨルダンへ4日間153㎞
　③南スーダン→ウガンダへ7日間96km
　　このような難民支援に対し、ロータリーでは奉

仕プロジェクト、平和フェローシップ、奨学金な
どさまざまな形で紛争の根底にある諸問題の解決
に取り組んでいる内容について紹介があります。

②米山記念奨学事業の創始者である「米山梅吉記

念館」が創立50周年を今年迎えるにあたって、
米山先生のエピソードの記事が紹介されています
（P.16～P.19）

２．縦組み（P.４～P.8）人生100年：私は既に3分
の２を費やしてしまった。残り３分の１は未定
①『21世紀世代の人生計画　地球と私の運命』と

題して関西学院教授＆日本国際連合学会事務局長
の久木田　純さんのスピーチが紹介されていま
す。18歳の頃に「私は誰？」「何の為に生きて
いる?」「この宇宙、地球で私にどんな価値があ
る？」と悩んだ。自分の成長と幸せが、地球社会
の存続・進化とバランスが取れるように生きれば
価値がある生き方が出来る。

　→人生100年計画：①自分の能力を最大限に高
め、②世界に出て子供の教育、③世界力を合わせ
て問題解決
・資本主義社会が作り出したもの①自然環境の破

壊②貧富の格差拡大→テロが頻発
・茂木健一郎著「生きがい」：大好きな事、社会

ニーズに応える、自分が得意なことをする、自
分の生活を支える

・若人達には、「生きがい」を意識して100歳ま
でのライフデザインを立てて欲しい。　とまと
めている。

②秩父ロータリークラブの紹介（P.9～P.12）
③卓話の泉「イラッときたら6秒待つ」（P.18）、

各ロータリークラブの活動「堀江貴文」講演
（P.30）など　

メインプログラム、
会員卓話「泥棒になって豊かな人生を送ろう」

宮本茂一会員　
＜公共イメージ向上委員会より＞
・本日の会員卓話は別会員が

担当でしたが、急用で欠席
となり、先週末に宮崎親睦
委員長より代役を宮本会員
にお願いしました。

　　宮本会員はゼネコンの会
長で、月、火は君津支店在勤、水～金は姫路の本
社在勤となっており、依頼された折は姫路本社に
て同社決算月の３月を控えあれこれ思案中だった
とのこと。親睦委員長より突然の依頼があり、あ
まり深く考えることもなく、承諾してしまい時間
もないので原稿なしのぶっつけ本番。宮本流の味
のある話でしたので、公共イメージ向上委員会よ
り原稿を依頼したところ、卓話の表題のとおり泥
棒の話であり、足跡を残すことは許されないとか
わされました。経緯からもやむなしと考えます。

・当日欠席の方で、どうしても内容をお聞きになり



たい方は、直接本人にお問い合わせください。
（文責／公共イメージ向上委員長　大住）

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 先週は誕生祝いの会を開いて頂きあ

りがとうございました。大変楽しい
思い出となりました。

岡野　　祐	 宮本さん！！本日急な卓話のお願いを
ご快諾頂きありがとうございました。

宮本　茂一	 今日、意味不明の卓話いたします。
あまり深く考えないように。

内山貴美子	 篠塚様、本日は来訪ありがとうござ
います。入会お待ちしています。

隈元　雅博	 篠塚さん、本日は君津ロータリーク
ラブの例会にようこそお越し下さい
ました。ぜひ仲間となり共に地域貢
献していきましょう！

	 宮本パスト会長、本日は貴重な卓話
をありがとうございました。しっか
りと胸に刻みました。これからも
ロータリー活動を頑張ります！！

福田　順也	 宮本会員、卓話ありがとうございま
した。

髙橋　雄一	 昨日、娘が就職の為、引っ越しをし
てきました。娘の未来を応援したい
気持ちとさみしい気持ちでいっぱい
です。嫁はうるさいのがいなくなり
うれしそうですが…。

武田富士子	 昨日、一日休日でした。化粧もせ
ず、洗濯・掃除一日中家にいて家事
に専念しました。家の事が出来たの
で良かったのですが…孫との時間が
一番ですね。「バーバー」と呼ば
れ、「てって」と言って手を引かれ
ての家の中の探検！孫が風邪ぎみ
だったので外には出ませんでした。

大森　俊介	 篠塚様ようこそ君津RCへ。今後も
宜しくお願いします。

時下　俊一	 いよいよクラリチンとアレジオン
（め薬）のお世話になる時候になり
ました。

	 今週水曜日27日は今年度最後となっ
た周西小の出前教室です。よろしく
お願いします。

内山　雅博	 宮本会員、卓話ありがとうございま
した。

	 四日間の行内監査は無事終了しまし
た。テレビドラマのような事態にな
らずに済みました！

秋元ゆかり	 皆様こんにちは。今日も皆様にお会

いできたことに感謝です。
内藤　智介	 日本の冬は寒くて筋トレが出来な～

い！！と謙さん張りの熱量でサボって
いましたが、春も近づいて来たの
で、健康の為なら死ねる！！を合言葉
に頑張ります！！

坂本　直樹	 間もなく３月、運送業界では引越の
繁忙期をむかえます。法人、個人の
引越のご用命がありましたら是非ご
連絡下さい。

松井泰次郎	 年度末が近づくと何となく慌ただし
さがあります。皆さんもバタバタさ
れているかと思いますが、落ち着い
て確実に業務を進めましょう。

大浦　芳弘	 本日は、初めて「四つのテスト」を
担当させていただきました。本日も
ですが、製鉄所での災害検討会のた
め早退させていただきます。

村上　　進	 篠塚様、マリリン様、ようこそ君津
ロータリークラブへ。宮本さん、卓
話ありがとうございました。

	 先日、社員が玄々堂で手術をしまし
たが無事医療ミスもなく終わったそ
うです。ありがとうございました。

中野　賢二	 今週は、出前教室で小学生にスク
ラップロボットを作ってやらなけれ
ばいけませんが、パーツの製作が間
に合ってません。また、夜中にがん
ばります。（ToT）

宮嵜　　慎	 宮本さん、本日は急な御願いにも関
わらず卓話の快諾を頂きありがとう
ございました。心して拝聴させて頂
きました。

佐々木昭博	 先日、某ショッピングモールで
ジュースのカップを捨てようとゴミ
箱に向かったところ、青年を乗せた
車いすがゴミ箱を塞ぐように前に停
められ、付き添い女性２人が、周り
の事など気にする様子も無くマイ
ペースにゴミを捨てていました。私
はその間、ゴミを捨てられず後ろで
１分弱待たされる事となりました。
体の不自由な方への配慮と思い我慢
して待ちましたが、付き添いの健常
者の方はもう少し周りへの配慮も必
要ではないか？と感じました。

大住　昌弘	 人事の季節が到来しました。それに
まつわる裏話等、マスコミも色々嗅
ぎまわり、噂話もあれこれ、「要
らぬお世話」も出てくる可能性大



です。こちらは関係ないようです
が・・・

吉田　雅彦	 宮本パスト会長、貴重な卓話をあり
がとうございました。篠塚様、マリ
リンさん、ようこそお越し下さいま
した。今後共宜しくお願い申し上げ
ます。

	 明日が新年度人事の発表です。来週
ご報告致します。

	


