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会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　今月はロータリーでは母子の健康月間となっていま
す。本来であればどなたかに講師をお願いして外部卓
話としてもよいと思うのですが、取り敢えずその予定が
ありませんので、私のほうから会長挨拶の中でその話
をしたいと思います。本来国際ロータリーの意図すると
ころは我が国が対象ではないのだろうと思います。もっ
と衛生環境の悪い、乳幼児の死亡率の高い後進国が
対象なのだろうと思いますが、よく事情のわからない遠
い国の話をしてもいけませんので我が国の話をするこ
とにします。最近風疹が話題になっています。風疹とい
うと私の世代では中学生くらいまでに自然に感染して
治る病気でした。ある意味かなり確実な免疫を有して
おります。以前は大体5年ごとくらいに流行が起きてそ
のために抗体保有率はそれなりだったようです。しかし
ながら現在は多少事情が異なります。世界的にみると
我が国は風疹の多発地域ということになっており、欧
米からはこの方面では後進国並みの扱いとなっている
ようです。日本に行く旅行者にはそのような国に行くの
だということを注意されるそうです。また日本人はワク
チン接種者以外は入国を断られるようなこともあるよ
うです。なぜこのようなことになったのでしょうか。理由
の一つが昔施行されていたMMRワクチンの副作用で
す。無菌性髄膜炎を代表とする幾つかの副作用が大き
く取り上げられ、おそらく国民感情がそのような方向に
向かわせたのでしょうが、ワクチンは任意接種となり、
接種率が下がってしまいました。そのために50歳以下

の男性、40歳以下の女性では抗体保有率が低くなって
いるようです。ただ風疹に感染するだけならいいので
すが、妊娠初期の女性が感染すると先天性風疹症候
群という病気が胎児に高率に発生します。心奇形、白
内障、難聴などの様々な合併症を伴います。そのことが
我が国で大騒ぎになっている原因です。なお先天性風
疹症候群については実験モデルが確立していないため
その病態、原因についてはいまだに謎の部分が多いよ
うです。ですが確定診断が乳児でのIgM抗体の上昇と
いうことになっているので、胎児が風疹に感染している
ことが原因となっていることは間違いないと思います。
現在全国様々な自治体で検査費用の補助、ワクチン接
種の補助などが行われています。先日君津市のホーム
ページで調べたのですが、抗体検査に関して補助の出
る医療機関の中に当院の名前が挙がっていませんでし
た。おそらくこれについては手あげ方式ですので、手を
挙げなかった当院が悪いのですが、皆様の会社の従業
員の方々が検査を希望される場合はこれをインターネッ
トで調べてそのような医療機関を受診されることをお
勧めします。勿論自費でいいということであれば当院で
も対応可能です。現在世界的にみると接種が広く行わ
れているにもかかわらず我が国では行われていないワ
クチンがいくつかあります。我が国のマスコミの傾向と
して何かの結論に結びつけようとするかのように報道
が一方的になることが時にあります。その点は後進国
並みです。ワクチンですからいいことばかりではありま
せん。生ワクチンを排除したところで一定の副作用はあ
ります。それでも国全体として続けていたほうがいいの
かどうか、そのような所までよく考えて報道する責任が
マスコミにはあり、そのことも含めて判断する必要が国
民一人一人に求められていると思います。

報　　告
１．3月25日(月)かずさ市民応援団総会・懇親会が

開催され当クラブより岡野幹事が出席されまし
た。お疲れ様でした。

２．諸岡ガバナーエレクトより地区委員仮委嘱状が
届きましたのでお渡しします。

　 ＲＹＬＡ委員会　委員　内藤会員



幹　事　報　告
岡野　祐幹事

〈報　告〉
１．例会変更のお知らせ
　＜上総ＲＣ＞
　　日時：４月４日(木）時間変更　点鐘18時　
　　理由：ライオンズクラブとの合同例会

２．先週お知らせしましたが、甲府東RCの創立30
周年記念式典へ参加される方は、本日より参加費
を集金しています。

　　＊ゴルフコース　4万円
　　＊観光コース　　3万円　
　　となっております。事務局までお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．第5グループ親睦ゴルフ大会の出欠について
４．明治神宮清掃奉仕の出欠について
５．第47回ローターアクト年次大会の出欠について
６．米山梅吉記念館より、賛助会員ご入会及び春季

例祭の案内

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(4月号)　
　　※掲載
　　　P5　地区RYLA委員会
　　　　　黒岩委員長　セミナー報告
　　　P8 マルチ・ポール・ハリス・フェロー　
　　　　（小幡会員・北見会員・隈元会員・内山
　　　　　貴美子会員）
 　　　　新ポール・ハリス・フェロー
　　　　（小川会員）

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
4月の誕生祝・私の記念日

メインプログラム
次年度タイム
会長エレクト研修セミナー（第２回目）報告

内山貴美子会長エレクト　
　平成31年3月24日　日曜日
　10：00より成田ビューホテ
ル本館1階「ＫＡＤＡＮ」にて
開催されました会長エレクト
研修セミナーに参加してまい
りました。
　前回と同様に諸岡ガバナー
エレクトの点鐘で始まり関口
徳雄次期研修リーダーのＰＥ
ＴＳが開催されました。
　諸岡ガバナーエレクトの次期ＲＩのテーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」及び地区スローガン「ロー
タリーから千葉を元気に」と地区の課題と運営の基
本方針について再度発表がありました。又、次年度
の予算についての発表もありました。
　地区を元気にするための目標として地区3,000会
員、300女性会員、30回会員のクラブの基本強化、
3クラブ新設を目標とします。そして、地区リー
ダーシップの8つの運営方針、地区組織、戦略計画
等についてお話がありました。
　その後管理統括委員会、奉仕プロジェクト統括委
員会、青少年プログラム統括委員会、ロータリー財
団統括委員会、米山記念奨学委員会の次期各委員長
様からの発表がありました。
　その後移動して10グループに分かれ50分間の
ディスカッションが２セクションありました。こち
らの研修は、ＲＬＩ方式で「元気なクラブを作るに
は？」「職業奉仕とは？」等々のテーマを決めての
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ディスカッションでした。他のクラブの活動状況等
の中で参考になる意見もあり大変有意義なものだっ
たと思います。
　どうぞ皆さん宜しくご協力お願いいたします。

君津ＲＣの行動目標
　こんにちは、会長エレクトの内山貴美子です。
　新元号の発表ほやほやの本日に会長エレクトの次
年度の行動目標を発表させていただきます。
　マーク・ダニエル・マロニー国際ロータリー会長
エレクトのテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」
で、諸岡ガバナーエレクトの次年度の地区スローガ
ンは「ロータリーから千葉を元気に」となっており
ます。
　そして、私の次年度の行動目標は「増やそうロー
タリーの手」ということで１年間頑張りたいと思い
ます。
　人には、２本の手があります。一つは物をもらう
手で、もう一つは物を与える手です。人はどれだけ
得たかではなく、どれだけ多くをその手で与えたか
が大切です。人の価値とは、その人が得たものでは
なく、その人が与えたもので測られる。とアインシュ
タインも言っています。私たちはできるだけいろい
ろな価値、体験、教育等、できるだけ多くのものを
与えることのできる立派なロータリアンとし成長し
ていきたいと思います。又、これをもらった人々が、
成長し、次はその手を差し伸べられる立派なロータ
リアンとして、又ロータリアン協力者、理解者とな
りその手で世界をつないでいったら世界平和もそう
遠くありません。まずは身近な家族、職場、友達、
地域社会から手をつないでいきましょう。
　そして君津ロータリーのつなぐ手をもっともっと
増やしましょう！！
　地区運営方針は、クラブの活性化であり、元気な
クラブを作るためにクラブ戦略計画を作ることが大
切とあります。
　元気なクラブを作るため、ＲＬＩに参加し一人一
人のモチベーションを高め語り合う愉しさを知りま
しょう。
　次年度地区会委員増強委員長の目標としては年度
内会委員純増１名以上、女性会委員クラブの１割以
上、若手職業人の増強を目指となっています。
　ロータリー財団への寄付におきましては「世界で
よい事をしよう」というスローガンのもと１人当た
り年次基金＄150以上ポリオプラス＄30、会長、幹
事が＄150と目標なっています。ポリオ撲滅はパキ
スタン、アフガニスタン、ナイジェリアのあと３
か国です。2018年から３年間、ロータリーは年間
5000万ドルを集める目標を掲げています。頑張っ
て目標に近づきましょう。ロータリーカードを作成

することで利用額の0.3％が自動的にポリオ撲滅資
金に充てられます。
　米山記念奨学金の寄付金は会委員１人当たり
15000円を寄付目標額と設定してあります。
　青少年プログラムとして君津RYLA委員長の黒岩
会員と委員の内藤会員がいる当クラブは前年度以上
ロータリー会員子弟、社員はもとよりロータリアン
もRYLAセミナーに活発に参加していきましょう。
　My Rotary及びロータリークラブセントラルの登
録、認証もお勧めします。そして、RI会長賞であ
るロータリー賞を目指しましょう！！
　次年度の君津ロータリークラブの地区補助金申請
は、身近なところから奉仕活動を思いましたがオリ
パラ年度がすぐそこに近づいているので国際奉仕を
選択し、そして世界で１番最初に女性が首相になっ
た国、かつ昨年度も簡易浄水器を贈った実績があっ
たということでスリランカのボロンナルワ地区の学
校に簡易浄水器を贈り、スリランカの国について近
隣小学校へ図書を配布し世界平和、国際奉仕の大切
さを理解してもらいます。
　親睦委員の役割としてはロータリーの親睦活動に
よって会員は生涯にわたる友情を築くだけでなく、
自らの関心を持ち、活動への意欲を一層高めながら
ロータリーに積極的にかかわって行くことができる
と記載してあります。積極的に親睦活動に参加しま
しょう。
　奉仕プロジェクト委員会も社会奉仕、職業奉仕国
際奉仕。青少年奉仕それぞれ連携し今年度も素晴ら
しい事業である駅前花壇花植え、枝豆収穫祭、出前
教室等の事業は引き続き継続いたしたいと考えてい
ますので各委員長様ご協力お願いします。広報公共
イメージ向上委員会は、オリパラ気運をタイミング
で国際奉仕、国際交流の情報発信や社会奉仕活動、
職業奉仕活動、青少年奉仕活動のさらなる情報の発
信をしていきましょう。　
　いろいろと準備がまだ至らないところが多々ありま
すが、これから皆さんのご協力によりいろいろなご
意見を参考に次年度の活動計画を作成いたしたいと
思います。どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。
　４月７日新年度理事会終了後、正式な決定事項に
ついてはご報告させていただきます。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣 どうやらアルコールが止められそう

です。機会飲酒はありですので、多
少おつきあいはしますが、あまりた
くさんは飲まないようにします。

岡野　　祐 いよいよ娘が中学生になります。
あっという間に大人になりそうです
が、いつまでも可愛い娘でいてほし



いです。
内山貴美子 本日、会長タイムで皆様お世話にな

りました。新しい元号が決まりまし
た。これから新しい年に向かってあ
と少しです。次年度新年号になって
初めての会長です。宜しくお願いし
ます。

隈元　雅博 本日、弊社の入社式をこちら千成さ
んで行わせて頂きました。内山エレ
クト頑張ってください。永嶌会長ま
だ終わりじゃないです。残りが３か
月、目標の61名に向けて共に会員拡
大を頑張りましょう！平成から希望
に満ちた令和になりました。新元号
の元でも皆様と共にロータリー活動
を頑張ってまいります。

早見　秀一 無事、入社式を済ませました。新昭
和グループで39名を迎え入れまし
た。「令和」１期生となります。

荒井潤一郎 心あらたに頑張ります。
福田　順也 私の記念日、きれいなお花をありが

とうございました。
廣田　二郎 誕生祝い、ありがとうございます。

妻（4月3日）・息子（4月16日）・
娘（4月26日）・私（4月27日）４
人分のお祝いありがとうございま
す。席替え抽選大当りありがとうご
ざいます（２回目）。元号、会社組
織新しくなりすばらしいスタートと
なりました。

中野　賢二 今日はエイプリルフールですが、ど
んなウソをつこうか考えていませ
ん。「三船山が噴火」「東京ディズ
ニーランドが君津に移転」「昨日、
武田会員が宇宙人にさらわれた為、
しばらくロータリーにこれないそう
です。」等、もっといいウソないで
すかね。

 誕生祝い、ありがとうございました。
坂井佳代子 ３月30日に孫のお宮参りとお食い

初めをしました。人見神社の宮嵜さ
ん、ファミリーの小幡さん、お世話
になりました。ありがとうございま
した。

秋元ゆかり 今月お誕生日を迎える会員の皆様、
お誕生日おめでとうございます。

宮嵜　　慎 新元号が令和になりました。新しい
元号で皆様と共にRC活動がんばり
ます。

大森　俊介 新年度が始まりました。新元号も発

表されました。今年度一年間も一生
懸命頑張っていきたいと思います。

芝﨑　　均 元号も変わり、新たな気持ちで新年
度をスタートさせたいと思います。

猪瀬　　浩 新年度が始まる中、本日先程、５月
１日からの新元号が発表されまし
た。今年は準備の年と言われていま
すが、新しい時代に向けて頑張って
いきたいと思います。

別府　明人 新年度頑張ります！
内山　雅博 早いもので君津支店に着任して丸一

年となりました！着任時の気持ちを
思い出して再度、頑張っていきます。

髙橋　雄一 平成から令和にかわるあと１ケ月、
次の時代にガンバロウ！！と思います。

村上　　進 皆様、こんにちは。平成から令和に
改元され、今日から新入社員も入社
したので、今年度も頑張ります。

鈴木　荘一 元号改元、気持ちを新たにロータ
リー活動頑張ります。

赤星　哲也 今日から新年度、新しく年号も決まり
気持ち新たに頑張りたいと思います。

佐々木昭博 新元号発表が 11 時 30 分と言う絶
妙なタイミングで理事会も有り、妙
にそわそわしてしまいました。新元
号「令和」。早く慣れたいと思います。

大川　裕士 新年度の初回、248番目の元号が令
和に決まりました。気持ちを新たに
したいと思います。

吉田　雅彦 妻の親戚がアメリカ人で先週から東
京に遊びに来ております。先週末
は、鴨川まで祭り寿司を作りに行っ
て来ました。いつの時代も日本の伝
統文化は素晴らしいと再認識致しま
した。

武田富士子 昨日付けで当社定年退職者がおりま
した。当社は 70 才定年です。70 才
到達期の年度末が定年日となります
が、継続制度を適応して一年間の契
約延長をしての期間満了の退職で
す。52 年間働いてくれました。私
が小さいときから働いてくれた方で
す。さみしいですね！感謝感謝です。

秋元　政寛 新元号「令和」の発表を聞き、あら
ためて平成の30年間を振り返ると楽
しかったこと大変だったこと色々な
事があったなと思い出がよみがえり
ました。残りの１ケ月、感謝の気持
ちで過ごしたいと思います。


