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R.I会長　イアンＨ．Ｓ．ライズリー

　　例会場：新日鐵住金(株)技術開発本部　富津クラブ　

Office 　　  　　 　千葉県富津市新富20-1

          20-1 Shintomi，Futtsu shi, Chiba ken  　　TEL：0439-80-2525

          TEL 0439-80-2525 　　事務所：新日鐵住金(株)技術開発本部　富津クラブ　

　  　　　 　千葉県富津市新富20-1

 　　TEL：0439-80-2525

Meeting Place 　　例会日：　 水曜日     　 12：30～13：30

          Ｆuttu club ,at12:30, Wednesday at 18:00,Last Meetings 　　　　　　　 最終例会　  18：00～19：00

第２７９０地区ガバナー 寺嶋　哲生（柏ＲＣ）

第４分区ガバナー補佐 内田　稔　（木更津東ＲＣ）

富津シティＲ．Ｃ会長 立石　泰之

　　　〃　　　　副会長 椎津　裕貴

　　　〃　　　　幹事 高木　一彦

　　　〃　　　　SAA 遠藤　和夫 　 会長　　　　 副会長 　　　 幹事　 　 　ＳＡＡ　　

ＳＡＡ 遠藤　和夫会員 ソング 「君が代」

「奉仕の理想」

点鐘　　 立石　泰之会長 ソングリーダー　

　　　　小倉　博人会員

【会長挨拶】 立石　泰之会長

　　　皆さん、こんにちは。２月に入りました。もうすぐ第２３回冬季オ

　　リンピック平昌大会が始まります。９日午後８時（日本時間同）から

　　平昌五輪スタジアムで開会式を行い開幕します。参加国・地域数９２、

　　参加選手２９２５人、競技種目数・７競技１０２種目。閉会式は２月

　　２５日です。オリンピック期間中はテレビや新聞で日本人選手の活躍

　　を見ると思いますが多くのメダルを獲得できるように頑張ってほしい

　　です。今月はロータリークラブ活動としてたくさんの事業があります。

　　１５日（木曜日）は友好クラブ・川崎マリーンロータリークラブの創

　　立２５周年記念式典が開催されます。登録は午後６時～、午後６時

３０分点鐘になります。会場は川崎日航ホテルです。２４日（土曜日）２５日（日曜日）には地区大会が開催され

ます。２５日の記念講演は１３：３０～小宮山宏様（プラチナ構想ネットワーク会長）演題（プラチナ社会の達成

とＳＤＧｓの実現）です。２８日（水曜日）３月１日（木曜日）は研修旅行（東日本大震災被災地訪問）です。東

日本大震災からもうすぐ７年の年月が経ちますが、まだまだこれからも被災地の復興支援は続けていかなければな

りません。被災者も風化を恐れているので今後も被災地訪問は続けて行きたいと思います。国際ロータリー第2790

地区２０１８－１９年度ガバナー橋岡久太郎様（佐倉中央ロータリークラブ所属）からお手紙を頂戴致しました。

【いよいよ１月１４日からアメリカカリフォルニア州サンディエゴにて国際協議会が始まりました。本会議にてバ

広報委員会 佐々木敏郎　和田充敏　窪田謙　竹内謙治　高木一彦
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　　2017～2018年度　

　　富津シティRC会長　立石　泰之

№１２４２　　第２９回　　例会  ２０１８年２月７日（水）　　晴れ　



リー・ラシンRI会長エレクトより下記のテーマが発表されましたので取り急ぎご報告いたします。また、皆様にお

会いできる日を楽しみにしています。】２０１８－１９年度　国際ロータリーのテーマ　インスピレーションにな

ろう　また、ガバナー公式訪問の日程（案）は８月２２日（水曜日）です。今までは富津中央ロータリークラブと

合同例会でしたが、今度は木更津東ロータリークラブと君津ロータリークラブと３クラブ合同例会の日程（案）に

なっております。まだまだこれからも寒さが厳しいですが、風邪などひかれませんようにご自愛ください。今月も

宜しくお願い致します。

【お客様】 事務局候補　　齊藤　みさこ　様

【結婚祝い】 ２月９日　渡邉　敏　会員 ２月１２日　小倉　博人会員

【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　こんにちは、本日は久しぶりの通常例会ですので報告がたくさん

ございます。早速幹事報告をさせていただきます。

・木更津ロータリークラブより例会変更・休会のお知らせが届いて

　おります。

　　3月1日（木）地区大会移動例会に変更（休会）

　　3月22日（木）休会（クラブ定款第8条第1節C項）

・君津ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。

　　＜休会＞

　　日時　2月26日（月）

　　理由　2月25日（日）の地区大会を移動例会とする

　　　　　（定款第8条第1節b項に基づき）

・富津中央ロータリークラブより訃報のお知らせが届いております。

　　富津中央ロータリークラブ会員（前富津ロータリークラブ所属）の黒川治雄様が

　　1月19日に78歳でご逝去されました。

　　　通　夜　1月23日（火）18:00～　会場　華蔵院（けぞういん）

　　　告別式　1月24日（水）13:00～

　　　喪　主　黒川豊

・ロータリーの友事務所より、2018－2019年度版ロータリー手帳お買い上げのお願いが届いております。

　　回覧させていただきますので購入の検討をお願いいたします。

・ガバナー事務所より地区大会の詳細プログラムが届いておりますので回覧いたします。

・2017－18年度の国際ロータリー出版物等の案内が届いております、回覧しますのでご一読ください。

・RI日本事務局より財団室NEWS　2018年2月号が届いておりますので回覧します。

・木更津ロータリークラブ、上総ロータリークラブ、木更津東ロータリークラブ、君津ロータリークラブ、富津中央

　ロータリークラブより週報が届いておりますので回覧します。

以上で幹事報告を終わります。
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【委員会報告】

・奉仕プロジェクト委員会　　　宮崎　晴幸会員　　　　・幹事　　　　　　高木　一彦幹事

　　　　研修旅行について 　　チャリティ金の寄付について

・クラブ管理運営委員会　　　竹内　謙治会員

２月のプログラム　

（水）

（水）

（水）

（水）

※2/15(木)：川崎マリーンＲＣ２５周年＠川崎日航ホテル１２階（18:30～）

※2/24(土)：地区大会＠ホテル・ザ・マンハッタン

※2/25(日)：地区大会＠ホテルニューオオタニ幕張

【ロータリーの友　情報】 ＩＴ広報公共委員会　　佐々木　敏郎会員

１月号：　

1.　多様性はロータリーの強み(P.３)　ＲＩ指定記事　ＲＩ会長メッセージ

　・多様性に関して私たちが早急に取り組まなければならない課題のひ

　　とつに、会員の年齢層の問題が挙げられます。どのようなロータリ

　　ーイベントでも、参加者の年齢層を見ると私たちが持続可能な将来

　　が約束されていないことが、一目でわかります。

　・将来、強力で有能なロータリーのリーダーシップを確保するには、

　　今、若く有能な会員を入会させる必要があります。

　　本質をついているコメントです。ご一読ください。
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２８日 （移動夜間例会）研修旅行 奉仕プロジェクト委員会

２５日 （日） 9:30
（移動例会）地区大会

執行部
（於　ニューオオタニ幕張）

１４日 6:30 早朝例会（青堀駅前清掃） 奉仕プロジェクト委員会

２１日 休　　会　（２/１５振替）

開催日 点鐘 プログラム 担当委員会

　７日 12:30 ロータリーの友情報 ＩＴ広報公共委員会



２.　 (P.１２)　私が実践する・考える職業奉仕

　　　（人が育つための支援、それが私の職業奉仕）　大阪東ＲＣ　島ノ内英久

　　・「マイナスのレッテルを貼られた人は伸びない。だから絶対にレッテルを貼らない」「役職などに関係なく明るく

　　　声を掛ける」

　　　（全ての人に伝わるメディアを目指して）

　　・色覚に障害のある方は、日本では男性の20人に１人、女性の５００人に１人、日本では３００万人以上います。

　　・自分の職業を通じて、印刷紙面の情報を全ての人に伝えることができるよう、文字の形状、大きさ、色の使い方・

　　　明度差などに配慮し、全ての人の社会生活を阻害しない印刷物で奉仕していきたいと考えています。

　　　ご一読を

３．　(P.２６)　歩こう！ウオーキング大会に携わって　小倉東ＲＣ　川本

　・「第１９回行橋～別府間１００キロウォーク」を開催。４６６４人のうち３４３３人が完歩しました。

　　　第１回は小倉東ＲＣの主催で１９９９年　参加者４４人で始まりました。

　・最高齢完歩者はなんと９０歳を記録　２４時間５８分。

　　参加費の払い込み時に任意で寄付金を募っています。

　　ご一読を

４．　男性ホルモンの話（P.５８）　卓話の泉　大東製薬　福井厚義

　・代表的な男性ホルモンであるテストロンは、体に作用するだけでなく、アグレッシブな精神作用をもたらします。近

　　年注目されているのはテストロンの分泌が減ると善玉コレステロールが減る一方、悪玉これ捨てトールが多くなり、

　　血管の状態に悪影響を及ぼすことです。

　・ＬＯＨ（加齢男性性腺機能低下）症候群になったとき、不足したテストロンを補充するには泌尿器科などに通院し、

　　定期的に注射するのが一般的ですが、近年は塗り薬で補充する医療機関が増えてきました。

　　ご一読を

５．酢のおいしい食べ方　（P５９)　卓話の泉　料理家　松村佳子

　・市販の酢は酸度が４．２％あるため、酸っぱさが苦手の人は、水やだしで割って使うことがおすすめです。

　・米酢にゆずやレモンの果汁を入れると、原材料が違うため、うまみは豊かになります。

　・巣は素材の味を引き出して味わいを豊かにする。日本の伝統的な昆布だしとよく似た特徴があると思います。

　　ご一読を

６．企業人のための危機管理（P６９～７３)　消防防災危機管理アドバイザー　サニー神谷

　・夫婦げんかも最初の一言から、企業では、上司と社員、社員同士のコミュニケーションなども最初の一言や何か一つ

　　の態度から物事は始まり、相違が生まれたりします。

　・法務省ではどのような経緯で受刑者になり犯罪を起こし、どういうことをしてきたのか、どういう人たちはそのよう

　　になったのかというようなことも、かなり分析しています。これらをひもといていくとやはり孤独で、独りの時に犯

　　罪を考えた、たくらんでやってしまった、という人が圧倒的に多いのです。

　・２０１６年７月の相模原障がい者施設殺人事件では　元職員が侵入し、入所者や職員を次々と襲いました。

　・最近行われているのが、円満退社、温厚解雇マニュアルの作成。問題を起こす退職者には、やめる前にいろいろなサ

　　インが見られます。

　・日本とは異なる海外の危機管理　アメリカの警官はもちろんしっかり

　　した仕事をしてくれますが、ちょっと気に障ってスイッチが入ってし

　　まうと銃を突きつけるというように、、、、、

　・ベルギーのブリュッセル空港での爆発テロで、実際に助かった人たち

　　は空港でのテロ対策訓練を受けていた人、対処の仕方を聞いていた人

　　が結構多かったのです。音で何かが起きたということを感じ、すぐに

　　逃げた人が助かったということです。

　　ご一読を

　　- ４ -



２月号：　特集　平和に寄せる思い

1.   原爆から生き残る（P８～９)　東京米山友愛RC 川妻　二郎

　・姉を見つけたが、そこに残っていたのは遺骨のみだった。　　見分けることのできない黒こげになった二つの死体だ

　　った。ただ、片方には金歯がはまっていたので、ない方が姉だと分かった。

　　大半の人は、親族に一時間でも長生きしてもらいたいと思うだろう。ただし、原子爆弾の爆心地にあった場合は即死

　　のほうが良いと思った。そうであったことに感謝する。姉に対する最高の望みだったからである。

　　さまざまな体験が綴られる。

　・最近、私は広島から東京に移り、新たな人生で残された歳月をロータリーと平和構築に専念することにし、グローバ

　　ル補助金で、原爆から生き延びた樹木の苗木を植樹する活動をしている。　

（2002-2003第2710地区ガバナー）

　　ご一読を

２.　特攻隊員に思いをはせ　「平和の花束２０１７」　（P.１０～１１)　鹿屋西RC公共イメージ委員長久木田弘

　・3つの飛行場から多くの隊員が出撃した歴史を持つ鹿児島鹿屋市。講演「平和へのメッセージ」として、元国際ロー

　　タリー（RI）理事の千玄室氏（京都RC）に、特攻隊員として配属された鹿屋基地での思い出を交え平和への思いを

　　語っていただきました。

　　ご一読を

３． 平和について考えるきっかけに(P.１０)　鹿屋市立鹿屋小学校6年　松坂　琴

　・先日興味深いニュースを知り戦争についてこれまでと違う観点から考

　　えることになった。そのニュースとは、海軍鹿屋航空基地が置かれた

　　鹿屋市の菓子店「富久屋」が、太平洋戦争中、出撃前の特攻隊員に向

　　けて作っていたお菓子を再現したという内容だ。

　　再現したお菓子は鹿屋市主催のいれい祭に合わせて行われている追と

　　う行事で、参加した遺族に配られた。「最後のしゅん間にひもじい思

　　いをしていなかったようで安心した。」と話す遺族の方もいらっしゃ

　　ったそうだ。

　　小学校6年生の作品が2474点の中から最優秀賞受賞者の3人選ばれ、

　　本作品が特別賞に選ばれています。

　　ご一読ください。

４．New Generation 世界の水問題解決が夢（P.２８）　米山奨学生　朱　興辰　

　・私のふるさと、中国の洛陽は重工業を中心に発展してきた都市です。幼いころ経済発展優先のため、生活環境が後回

　　しにされたという記憶が残っています。

　・母国の環境改善に貢献したいと思い、世界トップクラスの日本に環境技術を学びに来ました。

　・こうした奨学生を援助することで世界の環境が良くなり、日本との関係も良好になっていくと思われます。

　・ご一読ください。

５． 私の一冊(P.５６) なぜ世界は日本化するのか　古河東RC　大高　滋

　・日本の新幹線は山手線のラッシュ並みの運行間隔にもかかわらず、職員が手際よく座席を進行方向に向け、」ヘッド

　　カバーを据え付け、ごみひとつなく定刻に出発する。さらに、お辞儀をする職員の姿には感動がある。

　・日本特有の歴史、教育、リーダーの在り方を世界は学ぼうとしている。日本人はただひたすら「日本らしさ」を追求

　　すればよいのだ。

６．卓話の泉（Ｐ．５６）　桃の節句について　　フラワーショップ花弘　成田　弘明

　・ひな祭りと言えば、色鮮やかな行事食。ちらしずしは使う食材それぞれに意味があります。エビは見た目から腰が曲

　　がるまで長生きするように、レンコンは穴が空いていることから将来の見通しが利くように、豆はまめに働き………

　　昔からの知恵や思いが開設されています。　　　　ご一読を
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７．早朝例会でラジオ体操　創立15周年の元気なクラブ（Ｐ．６８）　パーワー浜松RC

　・パワー浜松RC の例会は毎週火曜日午前7時30分（朝食は7時）から始まる。

　・現役の人ばかりだった。早朝に例会をすれば仕事にも支障が出ないからですね。名前もパワーブレックファーストか

　　らとりました。

　　元気なクラブ　ご一読を　　　　　

８．戦線からの生還、開拓、奨学金（Ｐ．７３）　今泉記念ビルマ奨学会会長　今泉　清詞

　・ミャンマーのために動いたことで見返りを得ることは、毛頭考えていません。恩返しのつもりです。また、いつも思

　　うのですが、天国にいる戦友たちが、どう思っているだろうか、と。私があの世に行った時に戦友たちに顔向けでき

　　ないようなことではいけないと常に思いながら対応しています。

　・生きているのが申し訳ない　帰国後、ゼロからのスタート

　・戦友の慰霊祭を行うために再びミャンマーへ

　・物は考えよう　たまたま生かされて今日がある。

　・日本に感謝　ミャンマーに感謝

　　川越ロータリークラブ会員　１９９３　１９９４地区ガバナー　1923年新潟県生まれ

以上、ロータリーの友＜2018年1月号、2月号＞より情報を抜粋してお届けしました

（文責：佐々木　敏郎）

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 竹内　謙治会員

平野　勝也会員… おせわになります。

佐々木敏郎会員… 斎藤さん　ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。

今年もよろしくお願い致します。

椎津　裕貴会員… 斎藤さん宜しくお願いします。

和田　充敏会員… 斎藤さん　本日は、ようこそ。今後も宜しくお願い致します。

立石　泰之会長… お疲れ様です。いつもお世話になっております。

秋山　和彦会員… ２月は平和と紛争予防／紛争解決月間になります。

今月も宜しくお願い致します。

渡邉　敏　会員… 結婚祝いありがとうございました。

小倉　博人会員… 結婚祝いありがとうございます。

斎藤様ようこそ。是非お待ちしております。

【出席報告】 クラブ管理運営委員会　 宮崎　晴幸会員

区分 出席 欠席 出席率

今回 13 1 100.0%

前回 8 6 57.1%

【第４分区クラブ例会日程】

例会日

木

木

木

水

月

月

　　- ６ -

袖ヶ浦 レストラン菜心味 0438－60-1753 0438－　64－1139

木更津東 オークラ　アカデミアパークホテル 0438 - 52-0111 0438－　25－0716

君津 ホテル千成 0439－52-8511 0439－　52－8882

上総 割烹旅館　山徳 0439－27-2003 0439－　27－2336

富津中央 割烹旅館　いち川 0439－65-0177 0439－　65－0177

TEL 事務局TEL

木更津 東京ベイプラザホテル 0438－25-8888 0438－　23－3080

14 1

14 0

クラブ名 例会場

会員数 make up


