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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　私が地区医師会長時代、他の誰にも頼めないので
自分で引き受けてしまった役職の一つに、災害医療
コーディネーターというのがあります。皆さんは聞き
なれない言葉であろうと思います。私自身も研修に
行くまでは全く知りませんでした。その研修を通し
て知ったことは特に阪神淡路大震災の頃から日本に
は災害医療学とでもいうべきものが発達し、災害の
種類、規模により、どのようなタイミングで、どのよ
うな事が起こり、どのような医療が必要となるかが
かなり正確に予想できるようになってきたというこ
とです。災害現場で起きたことを分析してみると、
一定の対策をとれば免れることができるような簡単
なことで多くの人命が失われていたことが分かった
ようです。その結果から国は災害対策に対する対応
を各市町村ごとに行うように求めました。各市町村
では医師会と連携し防災マニュアルを整備しつつ
あります。特に災害医療に対しては、災害医療コー
ディネーターなどのシステムを新設しました。災害
現場においては一番重要なことは情報管理です。
災害が起きると全国の、あるいは日本国外からも、
DMATなどに代表される災害医療を専門に扱うチー

ムが集まってきます。そのような医療資源をその時
の災害現場の細かな状況に合わせて、どの地域でど
のような活動をしてもらうかを調整する役割が、災
害医療コーディネーターには求められています。そ
して根本的には災害現場ですべてを解決しようとせ
ず、できるだけ被害を小さく食い止めて、被災地の
外に傷病者を搬送することが求められています。
　皆さんはこの地域には木更津に自衛隊があるので
大丈夫と思っているかもしれません。残念ながらあ
の自衛隊は東京都に向いているものです。もちろん
面と向かって尋ねられれば地元のためにも活動する
というかもしれませんが、また当地区でもそのよう
な訓練がされたことはありますが、おそらく首都直
下型地震の際には東京都に対する役割が重視される
と考えます。我々は我々の地域において対策を整え
ておく必要があります。近い将来災害は必ず起きま
す。何年か前の誕生日プレゼントが防災グッズだっ
たことがあります。皆さん、災害対策を忘れていま
せんか。私は病院勤務ですので、定期的に一定の訓
練は行っています。皆さんも職場や家庭で時には少
し対策を考えられてはどうでしょうか。災害にあっ
たとき家族との連絡方法についてもあらかじめ約束
を決めておけば役立つのではないかと思います。
携帯電話はほとんど無力であることを知らなければ
いけません。東日本大震災の記憶も大夫薄れてきた
今、もう一度見直すべき時が来ていると思います。

報　　告
１．4月9日(月)、周西小学校にて入学式が開催され

ました。出席された岡野幹事、お疲れ様でした。
２．4月10日(火)、周西中学校にて入学式が開催さ

れました。出席された内山会長エレクト、お疲れ
様でした。

３．4月13日（土）2019年度ロータリー米山記念奨学
金カウンセラー・米山奨学生・指導教員オリエン
テーションが開催されました。出席されたカウン
セラーの廣田会員、お疲れ様でした。

４．4月13日（土）第47回地区ローターアクター年次
大会が開催されました。出席された吉野ガバナー
補佐、地区ＲＹＬＡ委員会 内藤会員、お疲れ様
でした。



幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
　１）日時：5月2日(木）休会　
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
　２）日時：5月9日（木）休会
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
＜富津中央RC＞
　１）日時：4月25日(木）移動例会　12時集合
　　　場所：鹿野山　仏母寺
＜上総RC＞
　１）日時：5月2日(木）休会　
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
　２）日時：5月30日（木）休会
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
＜袖ケ浦RC＞
　１）日時：5月6日(月）休会　
　　　理由：祝日
　２）日時：5月20日（月）休会
　　　理由：クラブ定款第8条第1節C項
＜富津シティRC＞
　１）日時：5月29日(水）時間変更 点鐘17時30分
　　　理由：富津中央RCとの合同例会
　２）日時：5月1日（水）休会
　　　理由：クラブ定款第6条第1節C項
　　　＊例会場の社名変更：日本製鉄㈱技術開発本
　　　　部富津クラブとなる
２．4月20日(土)、地区研修・協議会が開催されます。
　　受付：9時（点鐘：10時）
　　出席：内山会長エレクト・武田副幹事・小幡会員・
　　　　　荒井会員・大川会員・谷口会員・大住会員・

　　　　宮嵜会員・坂本会員・廣田会員・黒岩会員・
　　　　鈴木会員

　なお、当日バスを予定していましたが、利用
者が少ないため7人乗り乗用車にて現地に向か
います。ホテル千成8時集合です。宜しくお願
いします。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．卓話資料

入　会　者　紹　介
紹介者　時下俊一会員　
入会者　楠原義章様　

　4月1日に西山肇さんの後任として君津製鉄所総
務部長に就任されました、新入会員の楠原義章さん
をご紹介させて頂きます。
　楠原さんは1971年生まれの48歳です。
　1993年4月に新日本製鐵に入社され、初任の堺製
鉄所を振り出しに、君津・広畑等の製鉄所勤務を挟
んで、主として鉄鋼製品の主力である薄板製品の海
外営業を経験されてきました。
　我々は「薄板」という業界用語を平然と使用しま
すが、薄板というのは、鉄の固まりを圧延機で薄く
延ばしてトイレットペーパーの用に巻き取った製品
で、自動車や家電等広く使用され、売り上げの役6
割以上を占める主力商品です。
　2015年以降はタイにおける自動車用等のメッキ
鋼板の製造販売事業を展開するニッポン・スチー
ル・スミキン　ガルバナイジング　タイ社へのご出
向を経験される等、まさに現日本製鉄の屋台骨を背
負って活躍されました。
　先ほど申し上げましたとおり、楠原さんは前回の
2000年の10月から2005年の3月末の間に引き続き二
度目の君津勤務ですので地域にも職場にも土地鑑は
未だお持ちと思いますので、製鉄所の顔としてロー
タリー活動にも精力的に取り組んで頂けると期待し
ております。

紹介者　谷口弘志会員　
入会者　藪　武様　

　みなさん、こんにちは。
　今日は黒崎播磨株式会社の支店長　藪（やぶ）武
（たけし）さん　の入会にあたり、ご本人の略歴や
お人柄をご紹介させていただきます。
　本日、私が藪さんのご紹介の大役を仰せつかった
のは、製鉄所や技術開発本部で同僚であった前会員
の松井さんからのご依頼があったこと、それに加え
て私の叔父が製鉄所や黒崎播磨さんと耐火物関連の
仕事をしていたこともご縁かと考えております。
　お誕生日は1962（昭和37）年.7.6生れの56才、兵
庫県高砂市のご出身です。1985（昭和60）年4月に
播磨耐火煉瓦㈱（現・黒崎播磨㈱）に入社され、配
属は赤穂工場の工程課だったそうです。それ以降、
名古屋支店に5年、大阪営業所に2年、営業総括部
門（東京、高砂、北九州地区）に10年、大分に4年
3ヶ月、そして2010（平成22）年の年初から君津支
店へ異動され、今日まで鉄鋼向け耐火物の製造・販
売に従事されて来ました。
　ご本人は北九州のご自宅に奥様とご長男を残し、
現在、単身赴任にて君津で勤務されています。従っ



て、私とは単身赴任仲間ということになります。
　ご本人は学生時代に、卓球やラクビーを経験され
たスポーツマンです。
　実は製鉄所と協力会の軟式野球の対抗戦があるの
ですが、黒崎播磨さんの代表ということで協力会
チームの主要メンバーとして活躍され、運動神経が
発達したプレーぶりが印象に残っております。　ま
た趣味は散策と言うことで、房総半島の南部に良く
出かけられるとのことです。
　休日の朝早く、目的地を決めずに南へ向って車を
走らせ、気になる場所が見つかれば散歩をし、その
季節と歴史を感じて楽しまれているようです。
　ご本人は蟹座O型で、典型的な気質を持ってらっ
しゃると思います。その特徴は、慈悲深く、義理・
人情に厚く、人の為に尽くすことが好きな人が多い
そうです。それ故、周りから慕われると同時に、
困っている人を見ると無視できない。まさにロータ
リーの社会奉仕の精神を兼ね備えた方ではないかと
考える次第です。
　これから仕事で、ロータリーでご一緒できること
が嬉しい限りです。
　皆さんとも楽しくロータリー活動を通して社会に
貢献できる人物として、ご紹介させていただきます。

紹介者　内山貴美子会員　
入会者　篠塚知美様　

　本日入会の篠塚知美（しのつか　ともよし）さん
についてご紹介させていただきます。
　篠塚知美（しのつか　ともよし）さんの生年月日
は、昭和43年4月27日で千葉県茂原市出身です。
1992年大東文化大学経済学部卒業後、大手電機企
業に就職、2003年会社退職後、串屋横丁のフラン
チャイズに加盟、研修を受け2004年有限会社Stay 
Dream Projectを設立されました。
　有限会社Stay Dream Projectにつきましては本店
登録は、君津市で、君津駅北口の串屋横丁、君津駅
北口の君鶏（きみどり）、木更津駅東口の庭鶏（に
わとり）の居酒屋事業3店舗と、高齢者向け宅配の
「宅配クック123（木更津店）」の宅配事業を展開
されています。
　年商は、2億5000万円で、従業員約70名です。
　経営理念といたしまして、食のあるべき姿を追求
し、お客様第一主義を徹底して貫き、共に成長して
いくために心の向上に努力する。
　店舗理念は、全てのお客様を家族友人だと思い、
お迎えすること、全てのお客様に、感動元気安らぎ
をお届けすること。
　素晴らしい考え方でまさに君津ロータリークラブ
を活性化する逸材の人物だと思います。今後の活動
を期待しながら、皆様と共に素晴らしい友情を育む

ことのできる人物だと思いますので皆様どうぞよろ
しくお願いします。

入　　会　　式
永嶌嘉嗣会長　
岡野　祐幹事　

メインプログラム
卓話「一歩踏み出そう、スリランカへ」

第2790地区フェローシップ委員会　
スリランカクラブ　会長　石井　弘様　

　本日は卓話にお呼び頂き有
難うございます。
　君津ロータリークラブの皆様
にスリランカへの支援活動に一
歩踏み出して頂きたくお願いに
参りました。
　スリランカクラブは昨年地
区に設置されたスリランカ国
支援活動の窓口であります。
活動内容は
1）経済的な困難により学業を継続出来ない子供達

への支援活動
2）日本語を学びたい子供達に日本語学校建設事業

（留学生支援活動）
3）日本国内での留学生支援（宿泊施設、アルバイ

ト先の紹介）
4）帰国した子供達への就職支援
5）第2790地区、各クラブへのPR活動、スリラン

カ国への国際活動を考えておられるクラブへの
応援支援

　スリランカ国の経済的に困難な子供達が皆様のご
支援により、成長して両国の懸け橋になって頂くた
めのプログラムを立案させて頂きました。
　会員の皆様がそれぞれの立場で、自由にプログラ
ムを選んで頂き、スリランカ支援活動に一歩踏み出
して頂ければ幸いです。
　今回、君津ロータリークラブの皆様にお願いさせ
て頂きたい点が、3点御座います。
　1つ目は、経済的な困難により学業を継続できな
い子供達への支援であります。現在スリランカクラ
ブはサジーワニーさんを始めとする有志の方が立ち



上げた「コスモス奨学金」と連動して、月1000円
（年間12000円）で、スリランカの子供達への学業
支援を行っております。すでに多くのロータリアン
に支援を頂いておりますが、まだまだ子供達を支援
する里親が足りません、君津ロータリークラブの皆
様にもぜひ支援活動に参加していただきますようお
願い申し上げます。
　2つ目に、すでに君津ロータリークラブの皆様に
は支援を頂いております学校への浄水器支援継続の
お願いです。スリランカの水質は大変悪く、学校で
も子供達が下痢などに苦しんでおります。水質の改
善のための浄水器の寄贈を今後も宜しくお願い致し
ます。
　3つ目に、支援をして頂いている子供たちへの就
職支援活動です。スリランカの学生就職率は10％
を切っており、そこでロータリークラブの皆様にス
リランカで起業して頂き、利益を上げて頂き支援し
た子供たちの働ける場を提供したいと思っており、
情報提供並びに現地支援は在日スリランカ国大使館
のご協力を得る事に成っております。ご希望の方は
スリランカクラブまでご連絡頂ければ幸いです。
　国際奉仕活動の一環として地区補助金等ご利用い
ただき一歩踏み出して頂ければ幸いです。スリラン
カ国内の学校などの情報提供の協力はスリランカク
ラブがさせて頂きます。
　国際奉仕活動に一歩踏み出しますと事業に参加し
たことで会員に達成感や連帯感など生まれクラブの
活性化に役立つものと確信いたしております。
　君津ロータリークラブの皆様が国際奉仕活動に一
歩踏み出して頂き更なる飛躍をされます事を、お祈
りいたしまして卓話を終了させて頂きます。
　ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 本日はスリランカクラブ会長石井　

弘様、ようこそいらっしゃいまし
た。またすばらしい卓話、ありがと
うございました。

岡野　　祐 楠原さん、薮さん、篠塚さん、入会
おめでとうございます。共にロータ
リー活動頑張っていきましょう！！

倉繁　　裕 先週、Windows7の会社ノートパソ
コンを更新してもらいました。処理
速度が若干早くなって、画面が大き
く見やすくなっているのに、重量は
より軽量に持ち運びし易くなり、や
はり進化しています。

 新入会員の楠原様、藪武様、篠塚様
よろしく御願い致します。

内山貴美子 楠原様、薮様、篠塚様、ご入会おめ

でとうございます。これから一緒に
ロータリー活動頑張りましょう。石
井様、本日は来訪ありがとうござい
ます。スリランカクラブ今後も協力
させていただきます。

篠塚　知美 本日は入会させて頂きまして誠にあ
りがとうございます。みなさんのお
役に立てるよう、頑張っていきま
す。ご指導、ご鞭撻を宜しくお願い
致します。

薮　　　武 本日入会させていただきました。よ
ろしくお願い致します。

楠原　義章 4月より入会致します。宜しくお願
い申し上げます。

廣田　二郎 4月13日米山奨学生の付靖秋君とオ
リエンテーションであいました。立
派な留学生です。担当教授の佐藤栄
作先生とも面談しました。石井様、
貴重な卓話ありがとうございました。

赤星　哲也 石井様、貴重なお話しありがとうご
ざいました。楠原様、薮　武様、篠
塚様、よろしくお願いします。

遠田　祐治 かずさマジック四国大会に続き、日
立市長大会でも負けちゃいました。
でも、今年は投手も打者もがんばっ
てくれそうな予感がします。

大森　俊介 楠原さん、薮さん、篠塚さん、宜し
くお願いします。

黒岩　靖之 楠原様、薮様、篠塚様、ご入会おめ
でとうございます。これからよろし
くお願いします。

吉田　雅彦 石井様、貴重なお話をありがとうご
ざいます。楠原様、薮様、篠塚様、
どうぞ宜しくお願い申しあげます。
一緒にロータリー活動、がんばって
参りましょう。

谷口　弘志 新たな入会者の3名の皆様、今後の
ロータリー活動を一緒に取り組んで
参りましょう。宜しくお願いします。

早見　秀一 スリランカクラブ石井会長、卓話あ
りがとうございました。新規ご入会
の皆様、おめでとうございます。と
もに盛りあげていきましょう。

小川　哲也 この界隈のゴルフ場の芝はまだ少し
茶色が残っていますが、毎朝見てい
たオーガスタの芝の緑は本当に綺麗
でしたね。強いタイガー・ウッズの
復活ですね。

大川　裕士 2度目の大当り頂きました。ありが
とうございます。



秋元ゆかり 皆様こんにちは。5月4日の木更津魚
市場　市場まつり、妹・従業員がと
ても楽しみにしています。私は予定
が入っていますが間に合えば行きた
いと思っています。

内山　雅博 楠原様、薮様、篠塚様、これから宜
しくお願致します。先日、人事部と
部下全員の人事考課すり合わせがあ
りました。部下の為に戦ってきまし
たが、人が人を評価するのは厳しい
ものですね。

鈴木　荘一 薮様、楠原様、篠塚様、ご入会あり
がとうございます。石井会長、遠路
はるばる卓話にきて頂きありがとう
ございました。

時下　俊一 本日は新入会の楠原さんの紹介をさ
せて頂きます。楠原さん、薮さん、
篠塚さんの入会を心より歓迎します。

 誕生祝い、ありがとうございました。
荒井潤一郎 市場まつりのチラシを配らせて頂き

ました。時間があったらで良いので
足を運んでいただければ幸いです。

宮本　茂一 楠原様、薮様、篠塚様、入会おめで
とうございます。また、松戸西ロー
タリークラブ会長石井　弘様、君津
ロータリークラブ訪問ありがとうご
ざいます。

坂本　直樹 本日は例会後に新年度1回目の会社
の全店所長会議と決起大会が予定さ
れております。長い1日となりそう
です。

隈元　雅博 地区フェローシップ委員会　スリラ
ンカクラブ会長　石井　弘様、よう
こそ君津RCへお越しいただきあり
がとうございます。楠原様、薮様、
篠塚様、今日から君津RCの仲間で
す。同じロータリアンとして地域貢
献と世界平和活動を頑張ってまいり
ましょう！

秋元　政寛 幼稚園の新年度が先週から始まりま
した。週明けの今日は新入園児のお
母さんを求める泣き声が響いていま
した。お母さんのことが大好きなん
だろうなーとあたり前のことをしみ
じみと思いました。

大住　昌弘 石井様、本日は卓話をいただきあり
がとうございました。スリランカク
ラブとの連携を深めて行きたいと考
えております。

 昨日初めて柏自宅の自治会総会に顔

を出しました。戸建て1,100戸余り
の団地ですが、若い人達も総会に出
席しており、ジジババ以外も関心が
あるようです。これ迄20年以上住
んでいますが、単身赴任生活も長
く、自治会関係は全て家内まかせで
した。自治会長以下、案外真面目に
活動されていることが分かり、申し
訳ない気持ちになりました。これか
ら、少しは地元に貢献せねばと考え
ています。

中野　賢二 駅前花壇の花がとてもきれいです。
もうじき抜かなくてはいけません
が、とてもかわいそうです。庭の広
い方もらって下さい。（里親募集
中！！）

武田富士子 13日土曜日坂井佳代子会員と新宿御
苑に行って来ました。少し前の肌寒
さは私達のために桜を温存してくれ
たかの様に神様の配慮だったかな？
きれいな桜が満開でとてもおだやか
な気持ちになれました。桜は良いで
すね。

坂井佳代子 13日土曜日、武田富士子会員に新宿
御苑に連れて行ってもらいました。
お天気にも恵まれ、美しい八重桜を
見てきました。ありがとうございま
した。感謝です。

平野　寛明 石井様、本日は貴重なお話しを聞か
せて頂き誠にありがとうございまし
た。今後とも宜しくお願いいたします。

吉野　和弘 4月14日、児童養護施設、望みの門
かずさの里に行ってまいりました。
参加メンバーは河合、四方、藤冨、
高原、奥村、武田、吉野でした。君
津クラブの皆さまお手伝い頂けるよ
うお願い申し上げます。


