
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 山田修平 SAA 
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木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   渡 邉 元 貴 
幹  事   大 里 光 夫 
編  集   勝 呂 泰 樹 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  バ リ－・ラ シ ン 
地区ガバナ－ 橋 岡 久 太 郎 
ガバナ－補佐 吉 野 和 弘 
 

●点鐘   渡邉元貴会長  
       １２時３０分 
●Ｒソング「我等の生業」 

  
●出席     会員 49名 
  出席 33名・欠席 16名 
●出席率    73.33 % 
 

●前々回出席率 54.54 %  修正後出席率 65.90 % 
●欠席者【敬称略】     
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・三沢 猛 
堀内正人・山中 恵・塚本秀夫・林田謙志 
吉田和義・浅野文夫・足立宗禅・石田 亨 

●メ－クアップ【敬称略】 
・5/15  第 5グル－プゴルフ大会 

坂井健治・渡部和夫・石田 亨 
        林孝二郎・宮寺順子・金見和子 
・5/15 IA指導者講習会 
        吉田和義・石田 亨 
・現新クラブ協議会 
        渡邉元貴・大澤藤満・勝呂泰樹 
        加藤智生・渡邉愼司・松岡邦佳 
        藤永範行・林孝二郎・大里光夫 
        鶴岡大治・近藤直弘・石渡雄悟 
        内田 重・小林千晃 
●誕生祝【敬称略】 なし 
 
●結婚祝【敬称略】 ・5/15  大岩もえ 

  

おめでとうございます！ 

  1996年登録 世界遺産  

 



■来訪ロ－タリアン紹介   渡邉元貴 会長 
 
・奥田晴美様 
 【袖ヶ浦 RC】 
 

 
 
 
 
 
 
■会長挨拶・報告         渡邉元貴 会長 
 
ある日の、読売新聞の人生案内という欄に次の

ようなやり取りがありました。 
70 歳台男性：『奥さんから細かい指摘を受ける

のが頭痛の種になっているとのこと、身の回りの
こと食事の準備などはしてくれますが、日々の生
活の中で「箸の上げ下ろし」まで注意される。注
意を受けるたびに、「はい、はい」と言っていま
すが、ストレスが増すばかりです。さらには、妻
は注意をするくせに人の体調には無頓着で、もし、
将来病気にでもなったら介護を放棄されるので
はないか心配です。このまま我慢すべきでしょう
か。心の持ちようをご教示ください。』 
男性回答者：『あなたが今まで生きてこられた

のはやかましく注意をしてくださった奥様のお
蔭です。奥様は神様です。感謝してください。注
意を受けたら直してください。』でした。 
皆さん、如何でしょうか。感謝して、自分の非を
認めて直せるでしょうか。 
感謝する、そして、奥さんを神様だと思う。。。。
なかなかできることではないと思います。私も、
この男性と同じように言葉では「いい返事」をし
たとしても、気分的には感謝できません。 
ゴールデンウィーク中に家内と一悶着ありまし
た。我が家の庭はいろいろな植物が植わっていま
す。植木の剪定は職人さんに、草取りはシルバー
人材センターの方にお願いしていましたが、娘が
近くに住むようになったので、草取りを娘に頼み
ました。ところが、家内の蒔いた向日葵とコスモ
スの芽を雑草と間違えて、娘が一緒に抜いてしま
ったのです。しかも、新芽を抜いてしまったのは
娘なのに、家内は私に対して苦情を言ってくるの
です。「どうして、ぬいたの！？」私は腹がたち
ました。しかし、今思い返すと、もしその時、家
内の宣戦布告にまともに対戦していたら恐ろし
いことになっていたと思います。結局、私のほう
が折れて「申し訳ございませんでした」となりま
した。そして、もう一度種まきをしたのです。 
禅思想に由来して「負けるが勝ち」という言葉

があります。いい言葉です。ある高名な老師が「男
は負けることができなければ本物じゃない、勝ち
にこだわるのは、弱いからだ。本物になれ。」と
雲水に喝をいれたといいますが一理あります。私
も「草を抜いたのは俺じゃない」という思いが完
全になかったとは言えませんが、家内が新芽ので
た向日葵とコスモスを機嫌よく育ててくれて、私
の洗濯物を洗ってくれて、ご飯も出してくれるの
ならば、十分と思わなければいけないかもしれま

せん。第一、家内に腹を立てられますとどうも仕
事になりません。四六時中、一緒にいるわけです
から。 
冒頭の、新聞記事の男性、神奈川の方ですが、社
会的には大変ご立派な方でして、私も存じ上げて
いる方です。豪快な方で、退職金を全部使ってし
まったとか。しかし、今、退職金は奥さんに渡し
ておけばよかったと後悔されています。世にこの
ような男性は案外多いのではないでしょうか。 
 最後にカカア殿下で有名なソクラテスの名言
を一つご紹介します。「とにかく結婚したまえ。
良妻を持てば幸福になれるし、悪妻を持てば哲学
者になれる」 
■幹事報告   大里光夫幹事 

第 11 回定例理事会報告 
定例理事会 出席者 10 名 

＋事務局 
1) 審議事項 
① 2019 年 4 月分収支報告の件 

  →承認されました 
② 6 月最終夜間例会について 
→6 月の理事会にて審議。 

1.幹事報告 
1)  本日、例会終了後、アゼリアにおいて「現

新クラブ協議会」が開催されますので担当役
員・委員長・副委員長はご出席下さい。 

2) 坂出東 RC 山田茂博会員より「個人的なお詫び」
が届いておりますので回覧いたします。 

2.他クラブからのお知らせ 
1) 木更津 RC より「例会変更のお知らせ」が届

いておりますので回覧いたします。 
2) 富津中央 RC・君津 RC より「週報」が届いて

おりますので回覧いたします。 
3.その他のお知らせ 
1) 特になし 
4.回覧 
・坂出東 RC 山田茂博会員より「個人的なお詫び」 
・木更津 RC より「例会変更のお知らせ」 
・富津中央 RC・君津 RC より「週報」 
  
■委員会報告 
◇ゴルフ愛好会            坂井健治会員 
ただいまより、第 3 回渡邉会長
杯の表彰式を行います。優勝者 
は林孝二郎会員です。 

 
「第 3回渡邉会長杯」表彰式 

優勝者 林孝二郎会員 
 

 
≪優勝スピ－チ≫ 
 
パ－トナ－にもめ
ぐまれ、また無欲の
プレイで優勝する
ことができました。
有難うございまし
た！賞品のマスク
メロン２個で、奥さ

んに喜ばれて、また、ゴルフに行って良いとのお
許しがでました。 

  【於；木更津ゴルフクラブ】 
 
 



◇規定審議会の報告  
規定審議会地区代表議員 山田修平会員 

 

≪組織規定と規定審議会

について≫ 

 木更津東ロータリーク
ラブには定款があります
が、この定款は我々のクラ
ブの定款でありながら、ク
ラブの名称と所在地域の
改正以外の条文は、クラブ
で勝手に変更することは

出来ません。定款の最後の条に改正についての規
定がありますが、「本定款は規定審議会によって
のみ変更できる。」と規定されています。また、
ＲＩ細則 2.030.には、すべての加盟クラブは、標
準クラブ定款を採用しなければならない。と規定
されています。なぜでしょうか。 
 1905 年２月 23 日にロータリークラブが誕生し
ました。その後各地にロータリークラブが誕生し、
クラブ数が増えました。1915 年、国際連合会（後
の国際ロータリー）は、加盟クラブに 300 の定款
があり、従って目標も 300組あることを発見した。
ロータリーが目指したのは異なる目標や原則に
沿う異なる組織ではなはなく、１つの統一された
運動になることであった。「奉仕の一世紀」誌に
はこのような一文があります。 
 1922 年頃に決議されて、全世界のクラブが同じ
定款を使用するようになり、定款の変更は規定審
議会でのみ改正できることになりました。 
 
◇ニコニコボックス  クラブ管理運営委員会 

 田口理紗会員 
・林孝二郎会員 

ゴルフ渡邉会長杯、２回
目の優勝となりました。 
ハンディにめぐまれたた
めで、次回からは当分ト
ロフィ－をいただけそう
にありませんので、トロ
フィ－を２つ並べて喜び
にひたりたいと思います。       

・勝呂泰樹会員 
本日卓話をさせていただきます。学校歯科医に
ついてですが、職業奉仕とむすびつくかわかり
ませんが宜しくお願い致します。 

・松岡邦佳会員 
えらそうに卓話をしますので、よろしくおねが
いします。 

・大里光夫会員 
本日は卓話をさせて頂きます。宜しくお願いし
ます。 

・大岩もえ会員 
結婚祝いありがとうございます。帰ってからキ
レイな花が届くと思うと楽しみです。 

  
■例会アワ－              

テ－マ             
「私の仕事そして職業奉仕」 
◇職業奉仕委員会   <司会> 

渡邉愼司委員長 
  
 

本日は３名の会員に職業奉仕について卓話をし
ていただきます。私は「職業奉仕とは」相手を思
いやる職業をすることが職業奉仕だと思ってい
ます。 
 
・大里光夫 会員  

《我が社の職業奉仕》 
私どもの会社は（株）ビッグ
ワンオートという自動車整備
会社です。会社の概要は想像
つきやすいと思いますので、
今回は我が社が木更津で生業
を起こしてきたかをお話しし
たいと思います。 
私ども「大里家」は地元木更

津が出身ではありません、祖父の代から木更津市
に移り住みました。昭和５年に縁あって木更津で
職を得た様です。会社は「君津合同」というバス・
タクシー会社でした。神奈川で整備・運送に携わ
っていた経緯もあり、「君津合同」ではバスの運
転手をしていたようです。その後、当時の木更津
海軍航空廠に転職しております。航空廠において
自動車整備担当とし終戦まで勤務していたよう
です。その後は木更津市吾妻に有った「三河屋」
（自動車部品・整備作業）にて整備工場長をして
いたようです。そんな環境の中生まれたのが私の
父親でした。 
私の父親は終戦の昭和２０年に木更津市住吉

町（現在の高柳）に生まれでした。終戦後は貧し
い暮らしをしていたようです。貧しいながらも近
隣の方たちに恵まれた様で、特に地域の子供たち
は仲が良かったようです。父親も中学を卒業し、
就職します。父親の自動車整備の職を傍らで見て
いたことも有り修理の仕事へ進むことを希望し
たようです。 
父親は自動車鈑金塗装の仕事に興味が有った

ようで、千葉市にある「千葉鈑金工業所」で見習
いを開始しました。その後、木更津で昭和４２年
「木更津鈑金工業所」を立ち上げました。昭和４
０年代から始まるモータリゼーションの波に乗
り、業務も堅調に推移したようです。 
 当社の事業形態の根幹がこの時期に作られま
す。昭和４０年代から５０年代にかけて自動車損
害保険の形がつくられ、かつ事故が発生した際に
レッカー・ロードサービスの需要が高まりました。
その業務を自社の中に取り組んだことが、現在の
ビッグワンオートの事業の柱となっています。 
 保険の販売をする、事故が発生する、レッカー
車で引き上げる、そして事故車の鈑金塗装修理を
する。事故が起こるとすべてをカバーできる体制
づくりが出来上がりました。 弊社の仕事の中で、
職業奉仕を連想しやすいのが事故レッカーの業
務だと思います。２４時間・３６５日休みなく出
動しています。私たちにとって車が横転・転落・
大破していても慣れた光景ですが、当事者にとっ
ては大変なことです。迅速に安全に処置をするこ
とは社会的に必要とされていることを実感しま
す。 
自動車事故から利益を上げていた還元として、

父親は交通安全協会の活動に熱心に取り組んで
いました。地元高柳地区の交差点で通学児童の立
ち番をしていたのを記憶しています。昨今の子供
を巻き込む交通事故を考えると、安全活動の必要
性を痛感します。 
弊社の職業奉仕を考えた場合、この交通安全活

動だと思います。 
 



・松岡邦佳 会員  
≪職業奉仕について≫ 
私は木更津東ロータリーク
ラブに 2012 年 7 月に入会し
ました。 
今年の7月で入会7年となり
ます。 
入会してから「職業奉仕はロ
ータリーの根幹だ」と言われ、
これまでの沢山の方々のロ
ータリーの職業奉仕につい

ての考え方を聞いてきましたが、正直ロータリー
の職業奉仕はよくわかりません。 
今回入会わずか 7年で経験も少ない中職業奉仕に
ついての卓話をしろといわれ地下鉄の駅にいて
電車の音がうるさい中かかってきた電話で、断る
環境にいなかったため安易に卓話を引き受けま
したので、（あまりこの年代で職業奉仕について
卓話をする機会はないみたいですが）この機会に
自分の考えるロータリーの職業奉仕についてお
話ししたいと思います。 
 ロータリーの職業奉仕がわからないという意
見はたくさん出ていますが、今回職業奉仕につい
て卓話をするということで色々調べてみると、ロ
ータリーの職業奉仕は人によって言っているこ
とが違います。インターネットでロータリーの職
業奉仕で検索すると色々な人がまたはいろいろ
なロータリークラブが・地区が職業奉仕について
説明していますがそれぞれ言っていることが違
い、職業奉仕の実例をみても正直統一性がありま
せん。このことがロータリーの職業奉仕がわから
ないといわれるゆえんだと思います。 
 現段階の私のロータリーの職業奉仕はよくわ
からないもので、よくわからないでよいと考えて
おります。 
 私たちが自分の仕事に誇りを持ち、仲間の仕事
を尊重し社会に貢献する行為、すなわち職業を通
じて社会に貢献することも、立派な職業人を育成
すること（自ら立派な職業人となること）、自分
の職業を成功させることにより税金を納めるこ
と・・・いずれもロータリーの職業奉仕ではない
かと思っています 
 
・勝呂泰樹 会員 
 

《学校歯科医について》                        
まずは、学校歯科医の仕組
みについてお話させていた
だきます。 
学校歯科医とは、学校保健
安全法に定められている、
大学以外の学校で、歯科健
康診断や歯科保健指導、歯
科保健教育などの職務を非
常勤で行う歯科医師のこと

です。行政の管轄として、国立は文部科学省、都
道府県立は都道府県教育委員会、市町村立は、市
町村教育委員会となっております。 
学校歯科医の仕事としては、歯科保健教育、歯科
保健管理、組織活動 などがあります。保健に関
する専門職として学校関係者、児童生徒、保護者
や地域の住民の皆さんと連携を図りながら、子供
の健康づくりのために活動をします。 
私は、現在、日本歯科医師会、日本学校歯科医会、
千葉県歯科医師会、君津木更津歯科医師会などの
団体に所属しております。 
木更津市立の学校歯科医は、教育委員会からまず

君津木更津歯科医師会を通して依頼されます。そ
の歯科医師会で学校歯科医を選任し、依頼をうけ
学校歯科医となります。 
私の場合は、現在木更津市立第 3 中学校、県立木
更津東高等学校の全日制、定時制の校医を行って
おります。今は歯科検診ぐらいで特別な活動は行
っておりませんが、今後生徒の歯の健康推進をは
かっていけるよう努力していかなければと考え
ております。 
話はかわりますが、現在職業奉仕としての意味と
いえる活動としては、学校の歯科検診よりも、そ
の検診後に行われる健歯児童生徒審査会だと思
います。これは、木更津・君津・富津・袖ヶ浦の
小中学校の小学 6 年生、中学校 3 年生の男女 1 人
づつを、各学校で選出し、この審査会に出場し、
そこでさらに良い歯の児童生徒を選んで表彰す
るといったものです。 
この活動は地味ではありますが、私自身としては
とても良い活動だと思います。 
選ばれた生徒にとって、学校内で 1 番歯が健康で
あり、表彰されたことは財産であり、記憶に残る
と思います。また、学校の代表になったことが誇
りであり、今後の人生に少しでもプラスになるこ
とができたならと思います。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

本日のメニュ－ 

オ－クラアカデミアパ－クホテル 例会食事 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

点鐘 渡邉元貴会長 13:30 


