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日本百名城 宇和島城 【愛媛県宇和島市】

《今年度のトップ写真は日本百名城を掲載いたします。撮影者：栗坂禎一会員》

■司会進行

林孝二郎
◆点鐘

◆メ－クアップ【敬称略】

SAA
加藤智生会長
１２時３０分

◆Ｒソング「手に手つないで」
◆出席
会員 46 名
出席 31 名・欠席 15 名
◆出席率
73.80 %
◆前々回出席率 58.13 %

修正後出席率 79.06%

◆欠席者【敬称略】
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・内田 重
宮寺順子・田口理紗・叶川博章・倉島和広
豊田文智・塚本秀夫・吉田和義
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・11/16 R 情報研修会
山田修平 松岡邦佳 加藤智生
近藤直弘 藤永範行 叶川博章
藤野宏冶 大岩もえ 田口理紗
宮寺順子
・11/20 指名委員会
加藤智生 松岡邦佳 渡邉元貴
大澤藤満 林孝二郎 内田 稔
藤永範行 近藤直弘
・11/20 女性親睦会
宮寺順子

http://ki-east-rotary.ala9.jp

国際ロ－タリ－
ＲＩ会 長
マ－ク・ダニエル・マロ－ニ－
地区ガバナ－ 諸 岡 靖 彦
ガバナ－補佐 小 川 義 則

◆誕生祝【敬称略】
11/10 勝呂泰樹
お誕生日

おめでとう！

ティア活動をしていて私たちも日本でやってみ
たいと思いました。台湾に行って交流するという
経験が出来て良かったです。台湾のインタ－アク
トの方に日本に来てもらって日本を紹介したい
と思いました。文化の違いはありましたが早く慣
れるように台湾の子に聞いて積極的に行動しま
した。このような貴重な体験をさせていただき本
当にありがとうございました。部活の時には台湾
に行けなかった子に感想を言い情報交換したい
と思います。

◇ 生

■ゲストのご紹介
加藤智生会長
木更津総合高校 IA 顧問 長島沙也香様
生 徒 鈴木胡羽瑠さん・木幡綾乃さん
秋倉香那さん
■IA 国外研修生及び顧問教師 挨拶
◇ 木更津総合高校 IA 顧問 長島沙也香様
11 月 8 日～11 日まで、３名
の生徒が国外研修に行って
参りました。昨年よりコミュ
ニケ－ションを積極的に取
りたい！と目標を掲げて台
湾に向かった生徒たちは、
様々な方法で実践すること
ができたようです。普段の生
活で経験できない貴重な体験ができたようなの
で、どんなことを学んできたのか発表をお聞きく
ださい。日頃より、木更津総合高校のインタ－ア
クト部の活動をご支援いただきありがとうござ
います。

◇ 生 徒

鈴木胡羽瑠さん

私は国外研修に参加するのが２回目でした。貴重
な経験をありがとうございます。自分の中で恥ず
かしがらずに積極的に話しかけよう！と目標に
していたので自分の知っている中国語や英語で
積極的に話しかけました。すると台湾の子もたく
さん話しかけてくれました。バーベキュ－などを
して一緒に焼いて食べることで自然と会話をす
ることができました。帰国してからも連絡を取り
合い、電話をするくらいの関係になることができ
ました。
2 日目の後半と 3 日目は観光をしました。
台湾の人が夜市や名所に連れて行ってくれまし
た。英語で日本人に伝わるように丁寧に説明して
くれたのでとても楽しかったです。また、献血の
呼びかけをしました。台湾ではこのようなボラン

徒

木幡 綾乃さん

私は今回の国外研修で台湾をより身近に感じ
ることができました。普段学校生活をする中で海
外に行く機会などなく、言語も違うことからどう
しても外国は遠く感じてしまいます。しかし、今
回のプログラムは地下鉄移動があり、自ら考えて
の行動が多く求められました。日本と同じ部分や
違いを感じる部分。台湾を身近に感じるのには自
らが体験できたというのが、非常に強いと思いま
す。また、研修をする中で、現地の子たちと、も
う少し話せたらいいなと思うことが何度もあり
ました。英語力の向上が今後の課題です。台湾で
の研修の中で普段出逢えない人との交流は私に
とって価値のあるものになりました。二度も機会
を頂けたこと、本当に感謝しています。今回国外
研修に協力して下さった皆様、本当にありがとう
ございました。

◇ 生

徒

秋倉 香那さん

4 日間の国外研修、長いようですがすごく充実
していたのでとても短く感じました。１日目は現
地の中学校へ行きました。生徒との交流では、何
故か直ぐに仲良くなり、英語ででしたが気兼ねな
くコミュニケ－ションがとれました。また、２日
目の生徒との卓球交流では、かなり距離が縮まり
ました。正直、レジャ－で卓球を楽しむのかと思
っていましたが、本気でした。プロでした。燃焼
した後のお昼ご飯では、お肉のお弁当と今流行り
のタピオカミルクティ－！台湾本場のタピオカ
は、何かが違った気がします。美味しかったです。
最後に互いの言語を使って書いたメッセ－ジを
渡し、共通の言葉「バイバイ！」で、お別れしま
した。その後は、また新たな出会いがありました。
現地のインタ－アクトの方々です。台湾と日本の
交流の歴史を学んだり、献血の協力を呼びかけた
り、いろいろな活動を共にしました。次の日には
その方々と台湾観光をしました。西門という、日
本の原宿のような所に行ったのですが、見て、食
べて、笑って、存分に楽しむことが出来ました。
このように充実した国外研修を送ることが出来
たのも、皆様のご協力があってこそです。ありが
とうございました。この研修、交流から、学んだ
ことが沢山あります。これからの活動に繋げられ
るよう、日々精進して参ります。

■会長挨拶・報告

加藤智生会長

先週の例会の移動例会、太
田山公園での桜の植樹事業、
太田山公園を桜でいっぱい
にしようプロジェクトにご
参加いただき誠にありがと
うございます。当日は総合
高校インターアクト部の生
徒さんも多く着て頂き素晴
らしい事業だったと思います。塚本委員長、石田
委員長、堀内地区委員お疲れ様でした。
そして１６日の土曜日は第５グループの情報研

修会が木更津ビューホテルで行われました。そち
らにおかれましても出席頂いた皆様ありがとう
ございます。当日はメインテーマとして「クラブ
の活性化」クラブを元気にする。サブテーマとし
て「みんなで語ろう、我がクラブの自慢と弱点」
と「女性目線での魅力あるロータリークラブとは」
の２つのサブテーマのもと各クラブから二名ず
つの方から発表形式の研修会でした。
当クラブからは藤永幹事と田口委員に話してい
ただきとても良かったと思います。
藤永さんは例会でセレモニーは厳粛に、卓話は楽
しくといった、ＯＮ／ＯＦＦの切り替えがしっか
りしているという自慢の部分を発表していただ
き、特に田口会員におかれましてはおそらくその
会場の中では年齢が一番若いであったと思いま
すが、男性ではなかなか気づかない所を指摘しな
がら、実に威風堂々と発表されていました。まさ
に木更津東ロータリーの誇りだと思います。
おそらく木更津東クラブの自慢はそういった会
員一人一人の人間力だと思います

■幹事報告

藤永範行幹事

1.第 5 回理事会報告
出席者 6 名＋事務局
1．審議事項
① 2019 年 11 月度収支報告の件→承認
② 台風 15 号による被災地域支援について
→ 保留されました。
2.幹事報告
1) 米山奨学会及び R 財団への寄付金については、
本日をもって締め切りとさせていただいてお
りましたが、R 財団への寄付金額が予定より大
きく少ない状況ですので、締め切りを１１月
２５日(月)まで延期いたします。米山奨学会
においては、現在予定額を大幅に上回わって
おります。これからの寄付予定の方は早めに
事務局及びクラブ口座までご入金下さい。な
お、R 財団への寄付金については、金額に端数
が出るため、必ず振込でお願いいたします。
後程、委員会報告にて鶴岡委員長よりご報
告・ご依頼の予定です。
【参考】11 月 20 日現在≪予想≫
◆米山奨学会 620,000 円 予定額 500,000 円
◆R 財団
321,600 円 予定額 500,000 円
2) 本日例会終了後、指名委員会が開催されます
ので、指名委員の方のご出席をお願い致しま
す。
3) 12 月 20 日締め切りの「地区大会出席リスト」
を回覧いたしますので、ご記入をお願い致し
ます。
4) ガバナ－エレクト事務所より「2020-21 年度地
区委員 ご推薦のお願い」が届いております
ので回覧いたします。
3.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) 木更津ＲＣ・富津中央ＲＣ・上総ＲＣ・君津
よりＲＣ「週報」が届いておりますので回覧
いたします。
4.その他のお知らせ
1)木更津商工会議所より「就任のご挨拶」が届い
ておりますので回覧いたします。
2) 新千葉新聞より先日行われました「桜の植樹
例会」の記事が届いておりますので回覧いた
します。

3)かずさマジックより「2019 年納会のご案内」が
届いておりますので回覧いたします。

■委員会報告
◇国際奉仕・R 財団委員会

鶴岡大治委員長

国際奉仕委員長より R 財団への寄付のお願いが
ありました。

◇ゴルフ愛好会

坂井健治会員

ゴルフ愛好会より「第 2 回加藤会長杯」のご案内
がありました。また、坂井会員
の事務所移転の報告もありま
した。

◇ニコニコボックス
クラブ管理運営委員会
鈴木秀幸会員
・地曳洋治様 ≪セブンイレ
ブン木更津東口店≫
セブンイレブンの地曳で
す。何時もご利用有難うご
ざいます。又、太田山への
桜の植樹有難うございま
す。少しですがニコニコボックスへ寄付をさせ
て頂きます。今後共健康でご活躍されることを
祈っています。
・椙山克己会員
11 月 17 日結婚記念日にきれいな花束をいただ
きありがとうございました。
・鈴木正弘会員
ただ、なんとなく、、、。
・近藤直弘会員
きれいな花、ありがとうございました。これか
らもがんばって現状維持をしていきます。
・勝呂泰樹会員
誕生祝いありがとうございます。まだ、このロ
－タリ－では若手の分類に入っている？しか
し、体のほうは歳を感じます。
・藤永範行会員
結婚記念のお花ありがとうございました。私は
奥さんからの写真を見て美しい花見させても
らいました。
・石田 亨会員
先週の移動例会の太田山桜の植樹には、インタ
－アクトの皆さん、ロ－タリ－の皆さん大勢の
参加を頂き本当に有難うございました。今後共
地道に活動を続けていきたいと思いますので
ご協力お願い致します。
・根本光宏会員
結婚記念日のお祝いを頂きましてありがとう
ございました。本日は卓話の機会を頂きまして
ありがとうございました。

■例会アワ－
クラブ管理運営委員会
司会 プログラム担当副委員長
藤野宏冶 会員
≪本日の卓話は新会員、
根本光宏さんです≫

卓話者 根本光宏 会員
≪新会員卓話≫
東京ガス（株）の根本光
宏です。
本年４月木更津に赴任し
てまいりまして、７月１
０日より木更津東ロータ
リーに入会をさせて頂き
ました。
本日は貴重なお時間を頂
きましたので、簡単に「私
の自己紹介」と現在仕事で取り組んでおります、コー
ポレート関連で「パラリンピックの取組み」最後に、
明日来るかもしれない大地震に備えて「東京ガスの地
震防災」DVD のご紹介。以上３本立てで進めさせて頂き
ます。
その前に、今
回の会員名
簿の携帯電
話番号を良
く事前チェ
ックせず、ご
迷惑をお掛
けした事を
先ずはお伝
えさせて頂
きます。大変
申し訳御座いませんでした。
では先ず私自己紹介をさせて頂きます。自宅は市原
市菊間です。あまり市原市と聞いてもイメージ湧か無
いと思いますが、今年の台風１９号ではほんの数キロ
離れた場所で竜巻が発生し住宅８９棟が被害にあわれ
たり、全国的に市原市の知名度を上げたのがゴルフ練
習 場 ネッ ト横 転
事件でした。テレ
ビ 放 映も 千葉 県
を 中 心に 災害 映
像 が 流れ まし た
ので、遠い親戚か
ら も 見舞 いの 電
話 を 多数 頂き ま
した。幸い自宅は
一 部 損壊 で免 れ
ましたが、物置の
た め の納 屋が ひ
どく、休みの度に
片 づ けに 追わ れ
ております。
家族構成は、母親・妻・次男・私の家族４人です。今
年の 10 月に長男が結婚して、子供に手が離れたかと思
いきや、嫁さん側の親の介護が必要になり休む暇が無
い今日この頃です。
入会時に大森さんからご紹介頂きまして、野球の話
に触れて頂きましたので少々過去のお話しをご紹介さ
せて頂きます。野球は小・中・高と続けましたが、高
校の時は野球が好きよりも、練習が厳しくて厳しくて
ほとんど休日も無い毎日でしたので、楽しむより耐え
るだけと申し上げた方が解り易い表現に近いと思いま
す。当時は、銚子商業、習志野、千葉商業が全盛時代
でした。中でも千葉商業を率いる監督は後に公立高校
３校を甲子園に導いた名将として知られる様になりま
したが、その練習量の多さは半端なかったそうです。
その監督を手本に、私達の指導者は実践したものです
から、更にヒートアップして行くのを痛烈に体感した
事を覚えております。結果として少し強豪に勝てる様
になりましたものですから、父母会がとても盛り上が
り照明設備まで増強し、その為また更に夜遅くまで練
習が続き自分でも限界かなと感じ、一次途中で止めよ
うか親にも相談した時分がありました。その時母親か
ら言われた言葉が、
「毎朝・毎朝５時に起きて弁当を作
ってあげた私の努力を無くすの！！」と言われ、自分
自身が好きでやっていた事に対して、どんな気持ちで
サポートしていたのか？その言葉を聞いて止めるに止

められず最後まで続ける事が出来た事が、現在の自分
が有る事に対して感謝の気持ちで一杯です。と言うの
も、私の高校の先輩から「自分も東京ガスで働いてい
るからお前も来い」と言われたのが、東京ガスを志望
するきっかけでした。ちなにみ、一つ上の先輩には川
鉄千葉から大洋ホエールズにドラフト入団し、ジャイ
アンツ、スクラップ再生工場と言われた野村ヤクルト
で、日本シリーズでホームランも打った経歴選手、大
野雄司さんがおりました。
母校では高校２年生の時に秋の関東大会、３年生春
の関東大会、一学年後輩達が３年生の秋の関東大会と、
３度連続して出場はしましたが、甲子園までは届かず
に夏の大会を迎え、ちょうど私達が３年生の頃は参加
校が１２４校と増え、Ａシード・Ｂシード・Ｃシード
が出来た頃でした。私達はＡシードとして出場しまし
たが結果は無残なものでした。自分達は関東大会に出
場した実力だと過信してしまい、一戦一戦が決勝の気
持ちが薄らいでいったと思います。ちなみにこの夏は、
市立銚子の銚子君達が優勝し甲子園でも活躍し、自宅
のテレビを観戦していた寂しい記憶が蘇ります。
社会人になってからも草野球を続けましたが、子供
が生まれて自分の子供が野球をする様になってからは、
もっぱら少年野球のコーチに熱を燃やしておりました。
地元のグランドに役所で借りてテントを張って自前の
五右衛門風呂も作って行うキャンプや、低学年向けに
我が家の畑を提供して実施するさつま芋ほりとか、当
時を思いますと子供が遊んでいるのか？自分が楽しん
でいるのか？解らないですね。自分の２人の子供が少
年野球を卒業した時監督を引き受けましたが、強いチ
ームを作る為にスパ
ルタ練習をするか？
野球を通して楽しく
過ごすか、気持ちの中
で多少揺れていた事
も事実でした。
数年経った頃、少年
野球卒業生が木更津
総合で活躍して甲子
園の土を持ってきて
くれ、少年野球グランドのピッチャーマウンド下に、
タイムカプセル状に詰めて父母会でセレモニーを行っ
た事が良い思い出です。現在でも県大会に出場してお
り、ご興味有るかたは検索してみて下さい。
「菊間ツイ
ンズ」現在の趣味としまして、地元先輩方とゴルフに
いったり、先日もテレビで放映されておりました、自
然薯のパイプ栽培を地元の仲間と行い、年末の品評会
で誰の育てたイモが優秀か競う楽しみながら酒を交わ
すのがとても楽しいです。
話しは第二部に移りますが、
本来でしたら、
「東京２０２０パラリンピック大会」の
取組みをご紹介したかったのですが、時間の関係で、
「東京ガスの地震対策」ご紹介ＤＶＤをご案内申し上
げます。
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本日のメニュ－

点鐘 加藤智生会長 13:30
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