
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆前々回出席率 78.04 %  修正後出席率 85.36% 
◆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・根本光宏・坂中昌司・堀内正人 
 

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  

■司会進行 大澤藤満 副 SAA 

2020年 1月 8日(水) 

ホームページ http://kisarazueast-rc.jp 

《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 

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

国際ロ－タリ－ 

THE WEEKLY NEWS 

OF EAST KISARAZU  

ロ－タリ－は世界をつなぐ 

◆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 45名 
  出席 32名・欠席 13名 
◆出席率    80.00 % 

●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 
●事務局 木更津市東中央 3-5-2 第 2三幸ビル 101 TEL 0438-25-0716  FAX 0438-25-0718 

2019-20年度国際ロ－タリ－テ－マ 

第 23 回 例会 NO.2480 

 

   
日本百名城 上田城 【長野県上田市】 

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 12/13 藤永範行・12/13 小林裕治  
     12/19 鶴岡大治・12/23 豊田文智 
     1/3  石田 亨 

 
 
 

 

 
■米山奨学金授与       加藤智生会長 

      
■会長挨拶・報告   加藤智生会長 

 
新年あけましておめ
でとうございます。今
年もよろしくお願い
いたします。 
旧年中は大変お世話
になりました。昨年の
七月より会長職を担
い、半年が過ぎました
が、このように新しい
年を迎えることがで
きたのもメンバー一

人ひとりのお蔭だと思います。あわせて御礼申し
上げます。 
今年はねずみ年です。干支の最初の年で新たにス
タートする年です。また、オリンピックの年でも
あります。木更津市はナイジェリアがキャンプ地
として拠点を置き望むようです。 
より身近にオリンピックを感じられる恵まれた
地域でもあります。 
昨年は台風による大きな災害がありましたが、少
なくとも昨年より素晴らしい年になると確信し
ております。 
人と比較をして劣っているといっても、決して恥
ずることではない。けれども、去年の自分と今年
の自分とを比較して、もしも今年が劣っていると
したら、それこそ恥ずべきことである。 
松下幸之助の言葉です。 
皆様にとって素晴らしい一年でありますようお
祈りします。 
以上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) 今年度下期年会費
のご入金をお願いいた
します。 
2）歳末助け合い募金に
ついての報告書を回覧
いたします。 
3）本日例会終了後、第
7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）木更津 RC・袖ヶ浦 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・袖ヶ浦 RC・上総 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) 「年賀状」が届いておりますので回覧いたし

ます。 
2)「福祉バザ－協力依頼」が届いておりますので

回覧いたします。 
3)「KIFAニューイヤーパーティー2020の開催に

伴う法人会員様の紹介依頼について」が届い
ておりますので回覧いたします。 

 
4.回覧 
・袖ヶ浦 RC・富津シティ RC・富津中央 RCより「例

会変更のお知らせ」 
・木更津 RC・袖ヶ浦 RCより「例会変更のお知ら
せ」 

・木更津 RC・袖ヶ浦 RC・上総 RC・君津 RCより「週
報」 

・「年賀状」 
・「KIFAニューイヤーパーティー2020の開催に伴
う法人会員様の紹介依頼について」 

・歳末助け合い募金についての報告書 
                  
■委員会報告       
◇Rの友 1月号紹介 

    倉島和広会員 
明けましておめでとうご
ざいます。今年もよろし
くお願いします。今月号
は職業奉仕がテーマとな
っております。 
１、 縦組み 19 ペー
ジ～ 「卓話の泉」キャ
ッシュレス化より 
  増税に伴うポイント
還元施策など政府のキャ

ッシュレス化の促進ですが日本は他の国に
比べて復旧率が低いそうです。これは現金の
利便性が高く ATMなどのインフラが整備され
ていることと紙幣の製造技術が高く信頼性
があるのと国民性もあるそうです。しかしそ
れを支えるコストは 1-2兆円とか。キャッシ
ュレス化が進んでいる国では現金お断りの
店もあるそうで、東洋でも現金よりもカード
や QRコード支払いが増えています。 
余談ですが同ページの書籍紹介コーナーに
女の機嫌の直し方なる気になる本がありま
した。男女の脳の違いによるものだそうです。 

 



２、 縦組み 22ページ「ロータリーアットワーク」
より 
中条胎内 RC では地元４５の仕事が集合して
中学生に体験させるイベントが開催されま
した。銀行、葬儀社、弁護士事務所など地物
と 45 の事業者の協力のもと仕事の体験や説
明を行ったそうです。職業奉仕活動の一環と
していいなと思ったので紹介します。 

 
３、 横組み 3ページ「RI会長メッセージ」から 

どんな職業でも誠実に常に「四つのテスト」
に従って働けば誰もが世界に大きく貢献で
きるということと唱えています。四つのテス
トの内容は P6下にあり。 
 

４、 横組み 20ページ～ 「日本のロータリー100
周年」 
日本のロータリー100 周年の実行委員会では
11 月 24 日に記念式典があるそうです。今後
ご案内があるかと思いますが情報まで 
 

５、縦組み 22～23  「緒方貞子さん」 
  昨年 10 月に逝去された緒方貞子さんは東京

RC の名誉会員でありロータリー財団奨学生
の第一号でもあったそうです。 

 
◇歳末たすけあい募金の報告  石田 亨会員 

 
新年明けましておめでとう
ございます。 
昨年末 12月 21日の歳末た
すけあい募金では木更津総
合高校 生徒会・インター
アクトの 20 名と木更津東
ロータリークラブの 11 名
の参加をいただき、木更津
駅東口と西口に分かれて募

金活動をおこないました。 
募金総額は１２１，８７７円で社会福祉協議会か
ら市内の低所得者等への配分や福祉施設の歳末
事業等に活用され、受配者に明るいお正月を迎え
ていただくための財源としての役割を果たして
いるそうです。 
今後も木更津総合高校の活動に協力して行きた
いと思いますので、みなさんよろしくお願いしま
す。 
 
◇被選理事会の報告及びアンケ－ト結果報告 

   松岡会長エレクト 
 
12月 11日に被選理事会を開
催いたしました。 
 
・会場監督 渡邊元貴会員 
 
・会員増強研修委員会委員長 

   山田会員 
 

・職業奉仕公共イメージ委員会委員長 
   堀内会員                  

・社会奉仕プロジェクト委員会委員長 
             石田会員  

・国際奉仕ロータリー財団委員会委員長 
吉田会員 

以上に決定しましたので報告いたします。 
 

◇ニコニコボックス 
 クラブ管理運営委員会     宮寺順子会員 

 
・足立宗禅 会員 

本日卓話をさせて頂きます。 
 

・豊田文智 会員 
 12月 23日、67才になりま
した。ありがとうございま
す！ 
 

 
・藤永範行 会員 
 先日 13日で満 60才となりました。小林裕治さ
んと同日が誕生日で13日の会の結成を今後考え
たいなぁと思っています。 

 
・鶴岡大治 会員 
 知らないうちに誕生日が来ていました。何歳に
なっても楽しいものですね。 

 
・石田 亨 会員 
 今年 62才になりました。まだまだガンバラな
いと、奥さんと正月から自転車でサイクリング
を始めました。それから去年の 12月 21日の「歳
末たすけあい募金運動」に御協力ありがとうご
ざいました。募金は 121,877円でした。 

 
・小林裕治 会員 
 本日は、お誕生日のお祝い有難うございました。
今年も元気に明るく頑張ります。(妻に負けない
ように！) 

 
・林孝二郎 会員 
 12月にゴルフ愛好会で加藤会長杯をいただき
ました。２位でしたが、初参加の根本さんが１
位のため、譲っていただきました。ゴルフもう
少し進歩しそうですので頑張ります。 

 
・金見和子 会員 
 今年もよろしくお願いします。 
 

・事務局 荒井直美 
 今年から新事務局 清水さんと本格的に引き
継ぎに入り頑張って行きたいと思います。時間
的には最低限の引継ぎになるかと思いますが、
清水新事務局に宜しくご協力をお願いいたしま
す。ちなみに新事務局清水さん、優しいです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



■例会アワ－    
 
進行 会員増強研修委員会  藤野宏冶 会員 
 
本日は、例年の足立宗禅会員の卓話です。 
 

新年卓話   「今年はどんな年」 
足立宗禅 会員 

 
明けましておめでとうございます。 
平成が終わり、令和の二年目を迎えました。台風
15号に続く 19号と思い切り自然の脅威にさらさ
れ平穏で過ごした当地も将来にいささか不安を
覚える幕開けと言えるようです。 
昨年もそうでしたが、被災された方々、特にお亡
くなりになられた方々には、何ともお慰めの言葉
が見付かりません。心が痛むばかりです。 
五十年か百年に一度咲いた双頭蓮も瑞兆とは言
うものの、古書には後々、災害が続いたという記
述もあり、元号が平成から令和に変わり新天皇の
即位と大きな転換を迎え、明治、大正、昭和と続
いた戦争も平成の三十年間には平和な時代であ
りましたが、令和の時代はどんな時代になりまし
ょうか。 
さて、前置きが長くなりましたが、本題に入らせ
ていただきます。 
本年は、納音で、壁上土。壁の土は本来の土では
なく、土気はあっても力は弱い。泥のような土を
壁に仕上げる難しさから、ひとつには人間関係を
大事にすることを戒める意味を持つものであり
ます。 
干支は、庚子、干は幹、支は枝で庚は、更に通じ、
更新を意味し、なお又、継ぐ、償うの意味があり、
支の子は、ふえる(殖える)と言う事で、十二支の
最初に還った訳で、又、新しく芽が延び始める。
新しい生命力が創造されると言うことなのです。 
庚は両手で杵を持って穀物を何度も何度も挽い
て糠を作り出す形に象ったもので、前回の庚子の
年は昭和三十五年、ベトナム戦争が勃発、十五年
間の戦争となった。五月にはチリの地震が発生、
日本を含めて環太平洋全域に巨大津波による被
害が発生した。また、全学連が国会に乱入し樺美
智子さんが死亡、七月には岸信介総理が暴漢に襲
われ重傷を負い、岸内閣は総辞職。池田勇人に変
わった。この様に色々な分野で大きな事件が多発
したが、「ダッコチャン」が発売されたのもこの
年。それより一廻り前の庚子の年、明治三十三年
六月に北京各国公使館を包囲しドイツ公使を含
む数百人の欧米人を殺害、義和団の乱と呼ばれ、
清国が日本など八カ国に宣戦布告し、これが米比
戦争に繋がった。 
大きな自然災害では、米国テキサス州でハリケ－

ンが発生し死者六千人以上となった。又、九月に
は日本初の公衆電話が新橋、上野、熊本市内に設
置された。衆議院議員選挙が改正された。当時は
高額納税者でないと選挙権がなかった。そして治
安警察法が公布され活動家が次々と逮捕拘留さ
れた。未成年者喫煙法の公布もあった。120年後
の今、喫煙禁止が叫ばれている。 
平成を一言で言えば「内災外乱」平和ではあった
が格差が拡がり、閉塞感が漂っていたと言えるの
ではないだろうか。新しい令和の時代は、人々の
格差がなく、「内和外平」であってほしいと思う
ものです。 
改めて、今年の干は庚、前にも述べましたが「継
続、償う、更新」つまり前年のものから断絶しな
いで継続して、色々な罪や穢れを清めて償うと共
に思い切って更新して行かねばならない。改革と
までは行かず仲間が集まって繰り返し事をなし
ていれば、新しい展開があり、それが新しい環境
に対応できる強い体制へと変革していくべき年
と言えるでしょう。 
そして、東京五輪開催の今年の支は子、易の卦で
は「地雷復」復は繰り返しの始めの時。過ちを犯
しては改めると言う事を繰り返しやすいとき。地
雷復の卦が変わると「震為雷」震は動くであり、
やれば出来るという事である。動いてやれば出来
るのであれば、おおよその事は遂げられるのでは
ないでしょうか。子の時節は、万物が芽生え、初々
しい活力を表す。庚は更まるで万物が成熟し、完
成して新しい活力と交代し、自らを改めて本来の
活力に満ちた状態に変える(復)事です。 
「庚」のあらたまると言うことを念頭において、
世界全体を見ると、ＥＵ諸国、中国の一帯一路政
策、ロシアのプ－チン大統領の領土問題。ロボッ
ト、電気自動車など、開発はあくことがない。こ
れらの国際関係全体が変わる新年となる。経済発
展もこのままでは、地球温暖化、気象、空気汚染、
海水のゴミ、氷山が溶ける等、自然が再生され自
然災害のない自然にしないと、地球そのものの破
壊に繋がってしまうのではないでしょうか。 
地震、豪雨、台風と今迄と違って当地を襲った台
風の爪痕に、大自然の前になすすべのないことを
目の当たりにして「人、己に僅かの慎みもなけれ
ば、あたかもつる草の己が宿る。沙羅樹を覆い枯
らすが如し」と、お釈迦様は教えておられます。
庚の年は、自然災害や世の騒乱事件が多発してい
ます。令和２年の庚子年も発生しそうな雰囲気で
はないだろうか。 
地球を枯らしてしまわぬ様
な「あらたまる」年になって
ほしいと願うものです。令和
の幕開けに、諸先輩を前に、
ご清聴ありがとうございま
した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 


