
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 林孝二郎 SAA 

《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》 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

2019－20 年度 

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

ROTARY CONNECTS THE WORLD  
2019年 12月 4日(水) 

ホームページ http://ki-east-rotary.ala9.jp 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   加 藤 智 生 
幹  事   藤 永 範 行 
編  集   堀 内 正 人 

国際ロ－タリ－ 

◆点鐘   加藤智生会長  
       １２時３０分 
◆国歌斉唱「君が代」 
Ｒソング「奉仕の理想」 

◆出席     会員 46名 
  出席 34名・欠席 12名 
◆出席率    77.27 % 

◆前々回出席率 73.80 %  修正後出席率 83.33% 
◆欠席者【敬称略】     
嶋津正和・齊藤新一・林田謙志・大里光夫 
鈴木秀幸・石渡雄悟・鶴岡大治・根本光宏 
叶川博章・渡邊元貴 
・ 

THE WEEKLY NEWS 

OF EAST KISARAZU  

ロ－タリ－は世界をつなぐ 

●例会日 毎週水曜日 PM12:30～1:30 ●例会場 オ－クラアカデミアパ－クホテル TEL 0438-52-0111 
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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 
 

日本百名城 小田原城 【神奈川県小田原市】 

◆メ－クアップ【敬称略】 
  
・12/4 定例理事会  
          加藤智生 松岡邦佳 藤永範行 

 林孝二郎 塚本秀夫 渡邊慎司 
 近藤直弘 内田 重 

  
 
◆結婚祝 12/3 吉田和義  
 
  おめでとうございます！ 
 
  
    



■ゲストのご紹介       加藤智生会長 
 
◇ （株）ブランド          細川真人 様 
◇ なのはな保育園     中野麻美  様 

  
■米山奨学金授与       加藤智生会長 

 
■年次総会議長  加藤智生会長 
 
◇定足数報告 藤永幹事  
会員４６名、本日の総会出席者３４名。定足数を
満たしていることを報告いたします。 
 
◇議案上程  指名委員会   内田 稔 委員長 
 
木更津東ロ－タリ
－クラブ細則第 9
条の規定に基づき、
次年度副会長・副
幹事及び 5 名の理
事候補者を発表い
たしますので、審
議の程宜しくお願
いいたします。敬
称は略させていただきます。 
【次年度】 

・副会長 大里光夫会員 
・副幹事 塚本秀夫会員 
・理 事 山田修平会員 石田 亨会員 

    渡邊元貴会員 吉田和義会員 
     堀内正人会員 
      
■会長挨拶・報告 
   加藤智生会長 
 
今日、朝テレビを見て
い ると 家庭 内の 体
罰・躾についてのニュ
ースがやっていまし
た。 
来年４月に親が子供

に体罰を行うと法的に罰せられるという法案が
通ったそうです。内容的には親が躾としょうして
お尻を叩いてはいけない。 
罰として食事を与えないのはだめ。無視してはだ
め。その他…… 
皆さんはこの法案をどう思うでしょうか？ 
先日学校の先生が生徒を首投げで倒した映像が
露出し先生は謹慎処分を受けたというニュース
がやっていました。よくよく調べてみると生徒が
意図的に仕掛けてそれを撮影しマスコミにＳＮ
Ｓに載せたと分かり結局他の生徒さんたちが、嘆
願書をだしてその先生は復帰したみたいですけ
ど、ある程度の制裁が無い限り子供はずに乗るの
は当たり前だと思いませんか？これは学校でも
家庭でも一緒です。 
無視したら罰せられるって…年がら年中、奥様と
娘に無視されているお父様が訴えたらその奥さ
んと娘も罰せられるのか、訴えられたくなかった
ら私と話せとでもいうのですかね？子供を殺し
てしまった、日常的に虐待が続いているものに関
しては、もっと重い罰をあたえるべきだと思いま
す。 
そもそもマスコミがいけないと思う。過剰な虐待
に関してはどんどん流すべきだと思いますが、部
活で先生が殴ったとかというものまでニュース
にする必要ないことだと思います。先日も少し触
れましたが、部活の時間のガイドラインができて
いる。平日は２時間、休日は３時間、週に２日休
ませないといけないって…指導者がそれ専門の
方だったら成功するかもしれませんが、そもそも
学校の先生は確実に専門外ですから、そんなこと
でスポーツの世界で通用するわけがないとおも
います。 
先週の木曜日オスプレイの反対集会が木更津で
行われていていましたが、何に反対しているかわ
からない？戦争を自重するからいけないのか？
事故が多いからいけないのか？もし後者でした
らそれこそ高齢者の自動車事故の方がよっぽど
死者が多いですから。 
桜を見る会……どうでもいいですよ。それだった
ら国会議員さんにもっと重要なことを国会でや
るようにあおる報道をして頂きたいものです。 
だいぶ私見ですが、本日の会長挨拶とさせていた
だきます。 
 
■幹事報告             藤永範行幹事 
1.幹事報告 
1) 本日例会終了後、第６回定例理事会を開催い

たしますので該当役員の出席をお願いいたし
ます。 
 
2.他クラブからのお知ら
せ 
1）特になし 

3.その他のお知らせ 
1）特になし 

特になし 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 



■委員会報告      
◇R の友 12月号紹介 
   倉島和広会員 
1、縦組み 4 ページ～ 
「基調講演要旨」AI と
先端医療より 
ドラマ「ドクターX」で
も描かれている AI先端
医療ですが実際に研究

が進んでいるそうです。2053年頃には外科医に代
わって AI がロボットを動かしスキルの高い手術
をすると予想されているとのこと。また研究者の
50％が 2060 ねん頃には鉄腕アトムやドラえもん
などの高度な AI を搭載したロボットが出来るの
ではないかと予想しています。現在上映中の「タ
ーミネーター」も SF 嫁物語ではないのかもしれ
ません。 
 
2、横組み 3ページ「RI会長メッセージ」から 

前回もふれたように 2020 年の国際大会では
国連憲章調印から７５周年を迎える今記念
すべき大会がハワイで開催されます。今まで
で最も家族連れ向きの大会だそうです。 
 

3、横組み 8 ページ 特集「元気に R 活を続けよ
う」より 
日本人の死因第一位「がん」を予防するため
にの記事ですが 9ページにあるような「がん
を防ぐための新 12 か条」をご覧ください。
愛煙家にはちょっと耳が痛い内容ですが、お
互い気を付けたいところです。 

 
◇ニコニコボックス 
 クラブ管理運営委員会     宮寺順子会員 

 
・内田 重 会員 

皆様こんにちは。舌がん
の手術をして、2週間入院
しました。退院後 9,10,11
月の 3カ月自宅で静養し
ました。本日より例会に
出席し、皆様の仲間に入
れていただきます。今後
はエンジョイ、スロ－ラ

イフを心掛けロ－タリ－を楽しみたいと思いま
す。 

 
・平野秀和 会員 
 お久しぶりです。１１/５結婚祝いをいただき
ありがとうございました。 

 
・吉田和義 会員 
 きれいなお花をありがとうございました。夫婦
とも完全に記念日を忘れていました。 

 
・栗坂禎一 会員 
 12月 2日のかずさマジック納会において、鈴木
監督が今期限りで勇退し、次期監督に渡辺俊介
が就任することを発表しました。心新たに心ひ
とつに必死に日々精進いたします。来年は東京
ド－ムに皆様をお連れします！ 

・坂中昌司 会員 
 本日卓話をさせて頂きますので宜しくお願い
いたします。 

 
 

■例会アワ－    
進行 会員増強研修委員会 

藤野宏冶 会員 
 
本日は、新会員卓話です。
坂中会員の「57年の旅」
を語っていただきます。 
 
 
 
 
 

新会員卓話   「57年の旅を振り返って」 
  阪中昌司 会員 

 
【自己紹介】 
■家族・・・妻、娘２人 
 妻       ：岩根出身、現在はパート 
 長女（26歳）：君津高校卒、現在はフリーター 
 次女（23 歳）：木更津総合高校卒、現在は就職
して東京で一人暮らし 
■趣味 
 映画鑑賞、読書、誘われたらトレッキング、誘
われたらマラソン、普段はいきいき館で時々トレ
ーニング 
■幼少期 
・１９６２年８月３０日 名古屋生まれ 
・３歳年上の兄と双子の妹 
・小学校２年生の時に東京都東久留米市に引っ
越し 

・小学校３年生の時に横浜市戸塚区に引っ越し 
・小学校３年生の３学期から横浜市金沢区に引

っ越し（現在の実家） 
  「これまでの人生で思うこと」⇒「小学校を
４回も変わり、幼馴染がいなくて寂しい」 
■青年期移以降 
・１９７５年横浜市立西柴中学校入学 
・１９７８年私立鎌倉学園高校に入学 
・建長寺の境内にある男子高 

  「なぜこの学校を選んだのか？」⇒「学ラン
の男子校に憧れ」「プールの無い学校」 
  ・先輩に「桑田佳祐」「堺正章」 
・３年間、美術部と草サッカーに明け暮れる 
・１９８２年千葉大学入学 

  「なぜ千葉大を目指したのか」⇒「一人暮ら
しをしたかったから」「一人暮らしのため国
公立に絞る」「片道数千円で帰れる距離」「総
合大学が良いと思った」⇒結局、１年浪人し、
予備校に通う。「これまでの人生で思うこと」
⇒「随分と親に迷惑をかけてしまった」 

■大学生活 
・美術部とアルバイトに明け暮れる毎日 

   アルバイト経験：栄町の〇〇〇ランドの隣



にある喫茶店、交通整理、塾講師、家庭教
師 等々 

  ・【episodeⅠ】念願の一人暮らし、友だちと
騒ぎ過ぎて階下の住人に怒鳴り込まれ、追
い出された。 

  ・【episodeⅡ】卒業旅行で友だちとホノルル
マラソン参加 

■１９８６年 日本火災（現損保ジャパン日本興
亜）に入社、２か月の研修後木更津支社に配属
（３年勤務） 

  ・【episode】１年先輩（年は１年下）の女子
社員を妻に 

■１９８９年北海道の滝川支社に転勤（３年勤務） 
  ・豪雪地帯で冬は毎朝雪かき、週末はスキー

三昧 
  ・ジンギスカンが有名 
  ・【episode】東京で結婚式を挙げる 
■１９９２年東京の自動車営業部に転勤（６年勤

務） 
  ・【episode】取引先がデーラーで、６年間で

マツダ車を３台乗換え 
  ・週末に新宿歌舞伎町の〇〇〇クラ通い 
  ・【episode】二人の娘を授かる 
 
■１９９８年神戸支店に転勤（２年４か月勤務） 
  ・社会人生活の中で最もハードな環境 
   金曜の夜中まで仕事をし、その後神戸サウ

ナで寿司をつまみながらビールを飲み、マ
ッサージを受けて、大浴場につかり、カプ
セルで寝る。そして翌土曜の朝から夜中ま
で仕事 

■２０００年高松支店に転勤（３年８か月勤務） 
  ・これまでの苦労が実り課長に昇格 
   「高松に行って驚いたこと」⇒「夏なのに、

うどん屋に普通におでんの鍋が・・・」 
  ・マイホーム購入を計画し、木更津で土地を

探しつつ、高松の住宅メーカーと打ち合わ
せ 

■２００４年東京の本店営業部課長として転勤
（６年勤務） 
  ・転勤と同時に木更津のマイホームがが完成

し、東京で花の単身生活がスタート 
  ・ウィークデーは銀座の〇〇〇〇通い、週末

に帰省の平日単身生活 
■滋賀支店に転勤（２年勤務） 
  ・支店長に昇格 
  ・大津ロータリークラブに入会 
  ・【episode】第一回大阪マラソンに参加し 

完走 
  【滋賀の雑学】 
  「滋賀県のお寺の数は？」⇒「３，２１３寺

で全国第４位」「実は京都より多い（５位）」
「人口１０万人あたりは第１位」 

  ⇒千葉県は、３，００８寺で第６位 
  「琵琶湖の面積は滋賀県の面積の何分の一？」

⇒「琵琶湖は滋賀県の面積の１／６」 
■２０１２年岡山支店に転勤（１年６ヶ月勤務） 
  ・観光の名所は「後楽園」 （金沢の兼六園、

水戸の偕楽園と並ぶ日本三大庭園の一つ） 
  ・【episodeⅠ】第二回大阪マラソンに参加し

完走 
  ・【episodeⅡ】吉備路マラソン（ハーフ）に

参加 
  「岡山のお勧めのお土産は？」⇒「きびだん

ごではなく、大手まんじゅう」「白桃」「酒の
つまみはままかり」 

  

■２０１３年山陰支店に転勤（１年９か月勤務） 
  ・島根県と鳥取県を跨いで担当（支店の所在

地は島根県松江市） 
  ・人口：島根県（６８万人、４６位）、鳥取

県（５６万人、４７位） 
  ・面積：島根県（１９位）、鳥取県（４１位） 
  ・おすすめは、 
    日本酒：簸上（ひかみ）酒造の玉鋼（た

まはがね） 
    つまみ：浜田の赤天、のどぐろ（アカム

ツ） 
    果 物：鳥取は 20世紀梨の収穫量 

日本一 
  ・【episode】鳥取県の大山（標高１，７２９

ｍ）を踏破⇒「富士山は３，７７６ｍ」 
   「島根県と鳥取県どちらが右？」⇒「鳥取

県が右（東）」 
   「出雲大社が他の神社と違う点は？」⇒「２

礼、４拍手、１礼」 
■２０１５年大阪、肥後橋の関西業務部に転勤
（３年勤務） 
  ・初めて営業を離れて内勤へ 
  ・主に、保険代理店の指導、社員の人材育成

に携わる 
■２０１８年株式会社大鳥ほけんに出向、現在に
至る 

  ・１４年に及ぶ単身生活を解消 
  ・【最初のミッション】70 周年記念事業（記

念誌、記念式典） 
  ・【episodeⅠ】２０１８年アクアラインマラ

ソンのボランティア参加 
  ・【episodeⅡ】２０１９年第４回ブルーベリ

ーＲＵＮ参加 
地域に根差して、地域の皆さまに貢献出来るよう
頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろ
しくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 点鐘 加藤智生会長 13:30 

本日のメニュ－ 

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


