
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
◆四つのテスト 
会員増強研修委員会 

金見和子委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆結婚祝い  

松岡邦佳（８/６） 
小林裕治    千晃（８/８） 
足立宗禅（９/１） 

 
 
 
 
 
 

 
 

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 
  

ホームページ https://kisarazueast-rc.jp 

◆点鐘   松岡邦佳会長  
      １２時３０分 
◆国歌斉唱 
◆Ｒソング「奉仕の理想」 
 
◆出席   会員４４名 
      出席２７名 

欠席１７名 
◆出席率    ６９．２３％ 
◆前々回出席率 ８７．８０％ 
◆修正後出席率 ９２．６８％ 

■司会進行        渡邊元貴Ｓ.Ａ.Ａ 

Ａ 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   松 岡 邦 佳 
幹  事   近 藤 直 弘 
編  集   藤 野 宏 治 

2020-21 年度 

-- 

国際ロ－タリ－第 2790 地区 

ＲＩ会 長  ホルガー・クナーク 
地区ガバナ－ 漆 原 摂 子 
ガバナ－補佐 窪 田 謙 

2020 年 9月 2日（水） 

◆欠席者【敬称略】     
石井文子・大岩もえ・大里光夫・小林千晃・ 
小林裕治・嶋津正和・鈴木秀幸・塚本秀夫・ 
鶴岡大治・中野麻美・林孝二郎 

OF EAST KISARAZU  
●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 

THE WEEKLY NEWS 

2020-21 年度国際ロ－タリ－テ－マ 

ロ－タリ－は機会の扉を開く 

第 ５ 回 例会 NO.2496 

   

 

私の旅シリーズ『軽井沢 白糸の滝』 撮影者：阪中昌司会員 

 

の長城』  ２０１９年８月 藤野宏治会員 

Ａ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hana-sozai.com%2Fillust%2F%3Fp%3D810&psig=AOvVaw3y9LcYJe8rhRtVB1e24xH1&ust=1599287845319000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj12NfxzusCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffude-moji.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2Fgokekkon.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffude-moji.net%2F%3Fp%3D189&tbnid=VOkM7TILbLsHtM&vet=12ahUKEwja35Ps8s7rAhVD65QKHc5MA4wQMygXegUIARDjAQ..i&docid=Fz0Me5S92dNXKM&w=537&h=424&q=%E3%81%94%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%8A%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%20%E8%8B%B1%E8%AA%9E&hl=ja&ved=2ahUKEwja35Ps8s7rAhVD65QKHc5MA4wQMygXegUIARDjAQ


◆誕生日祝い  
渡部和夫（７/２０） 
山田修平（７/２８） 
近藤直弘（８/１６） 
坂井健治（８/２３） 
阪中昌司（８/３０） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■地区委嘱状伝達      
 
【ＲＬ１実行委員会アドバイザー  

山田修平会員】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■会長挨拶・報告      松岡邦佳会長 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

皆様こんにちは。１か月ぶりに例会を開
催できたことを心から嬉しく思います。 

新型コロナウイルスの関係で急遽７月２９日 
の例会から８月２６日の例会まで４回の例会
を中止にさせていただきました。事案が事案で
あり、急遽決定されたことから、連絡が十分に
行き届かずご迷惑をおかけしたことをお詫び
申し上げます。 
コロナに関する考えと今後の対応については
後程お時間をいただいておりますので、そちら
で話させていただきます。 
９月になりました。本年度は９月の特別月間と
して基本的教育と識字率向上、ロータリーの友
月間とされています。 
ロータリーの特別月間とはクラブだけではな
く、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの
活動に参加するよう強調するため国際ロータ
リー理事会が指定した月間を言い、今年度は７
月以外の毎月テーマが決められています。 
何月のテーマが何かについてはクラブ活動計
画書３４ページ３５ページに記載されており
ますのでご確認ください。 
 
■幹事報告          近藤直弘幹事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆第２回理事会報告 
◇審議事項 
① 2023-24年度ガバナーノミニー・デジグネ

イト候補者推薦の件  ➡推薦なし 
② ガバナー補佐推薦の件  ➡推薦なし 
③ ８月１９日例会の件    ➡中止 

 
◇報告事項 
1． 幹事報告 
① ガバナーセレクトより『事務所開設のご案

内』が届いておりますので回覧致します。 
② ガバナー事務所、ガバナーノミニ―より

『クラブ活動計画書』送付の御礼が届いて
おりますので回覧致します。 

③ 2019-20年度『ロータリーの基礎知識』が
届いておりますので回覧致します。 

④ 2020-21年度『ロータリー米山奨学会委員
長セミナー』参加の御礼が届いております
ので回覧致します。 

 
2.他クラブからのお知らせ 
① 木更津ＲＣ・君津ＲＣ・上総ＲＣより『ク

ラブ活動計画書』が届いておりますので回
覧致します。 

② 木更津ＲＣ・上総ＲＣ・君津ＲＣより『週
報』が届いておりますので回覧致します。 

③ 木更津ＲＣ・君津ＲＣ・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』が届いておりますので回覧
致します。 

◆メークアップ【敬称略】 
・７/１５ 第２回会長・幹事会 
       松岡邦佳・近藤直弘 
・７/１５ プログラム委員長会議 
       鶴岡大治・大隅義一・椙山克己 

林孝二郎・鈴木正弘・田口理紗 
・７/１８ クラブ米山記念奨学委員長セミナ－ 
       倉島和弘 
・８/５  第２回理事会 
       石田亨・吉田和義・佐藤文夫 
       渡辺元貴・渡邉愼司・近藤直弘 
       松岡邦佳・山田修平・加藤智生 
       林孝二郎 
・８/７  第４回加藤会長杯 
       坂井健治・林孝二郎・内田稔 
       渡部和夫・加藤智生・叶川博章 
       堀内正人・鶴岡大治・宮寺順子・ 
       渡邉愼司・金見和子 
・９/２  第３回理事会 
       松岡邦佳・近藤直弘・山田修平 
       吉田和義・石田亨・渡辺元貴 
       渡邉愼司・加藤智生・堀内正人 
       佐藤文夫 
 



3.その他のお知らせ 
① 7月チャリティーボックスを回しました国 

連支援募金事務局より『麻薬・覚せい剤
乱用防止への寄付のお礼状』が届いてお
りますので回覧致します。寄付総額は
31.935円でした。 

 
4.回覧 
① ガバナーセレクトより『事務所開設のご案

内』 
② 2019-20年度『ロータリーの基礎知識』 
③ 袖ヶ浦ＲＣ・君津ＲＣ・上総ＲＣ・木更津

ＲＣより『クラブ活動計画書』 
④ 木更津ＲＣ・上総ＲＣ・君津ＲＣ・袖ヶ浦

ＲＣより『週報』 
⑤ 木更津ＲＣ・君津ＲＣ・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』 

⑥ (株)千葉日報社より『役人就任のご挨拶』 
⑦ 一般社団法人かずさ青年会議所より『創立

５５周年記念式典および祝賀会開催中止の
お知らせ』 

⑧ ガバナー事務所より『令和２年豪雨支援報
告』 

⑨ ロータリー希望の風奨学金より『風のたよ
り』 

 
■委員会報告 
 
◆ロータリーの友８月号  

雑誌担当 叶川博章会員 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「８月は会員増強・新クラブ結成推進月間で
す。」 
まずは横組３ページのＲＩ会長ホルガー

クナーク氏のメッセージです。新型コロナウ
イルスの世界的なパンデミックの発生、社会
正義を求める声の高まりなど２０２０年は
歴史的な変化の年です。世界は常に変化し続
けロータリーもそれを反映しています。この
ような状況にあってロータリーは会合をオ
ンラインに変え、中止となったハワイでの国
際大会を初のバーチャルで開催しました。こ
のようにロータリーは常に柔軟に対応し繋
がりを求める人々が繋がることを可能にし
ます。創始者ポールハリスは時には革命的に
ならなければいけないことがあると言って
います。今がまさにその時です。と結んでい
ます。尚、バーチャル国際大会の様子は１８
ページ～２１ページに載っています。特集記
事ですが、今月は「私がロータリーを続ける

理由、そしてその魅力」です。横組み７ペー
ジ～１１ページ。こ   の中で特に印象に
残ったのは仙台北ＲＣの綿谷さんの「幽霊会
員もどき」が語る顔を合わせることの大切さ
というお話です。先輩に誘われて入会したも
のの思うように出席できず退会を考えた時、
できることをすればよい、出席できないとき
はそれでよい、できるようになったらすれば
よい、ロータリーとはそういうところだから。
との先輩の言葉で思い留まり、その後ロータ
リーの魅力を理解し現在に至っていると、自
然体で続けることの大切さを説いておられ
ます。最後に書かれていますが、バーチャル
とかオンラインでの会合より会食なし、ソー
シャルディスタンスを取りながらでも実際
に顔を合わせることがロータリーの魅力だ
と書いておられます。全く同感です。横組３
４ページに写真でつづる日本のロータリー
１００年に富津中央ＲＣが載っています。ご
覧下さい。 
横組み３５ページ～４１ページに７月号か
ら始まった、ポールハリスとロータリーとい
う連載コミックが載っています、彼の人とな
りが興味深く描かれています。 
縦組１２ページ「友愛の広場」の中で新型コ
ロナ禍での感激、谷本隆臣氏のエッセーが印
象に残りました。娘さんに頼まれてマスクを
買いに行った際のエピソードですが、何とも
心温まる楽しい様子が伝わってきます。 

 
◆ロータリーの友９月号  
 

今月は基本教育と識字率向上月間です。急
速なＩＴ機器の普及により活字離れが加速
している。本を読む、手紙を書くという習慣
が減り、日本の子供達の読解力が低下してい
るということはよく言われています。１５歳
の読解力は世界１５位に低下、２０１２年の
調査から低下し続けているそうです。何と言
っても本を読むことが重要だと書いていま
す。子供達に読書の大切さを教えるためのロ
ータリーのいろいろな取り組みが横組７ペ
ージ～１１ぺ―ジに紹介されています。横組
１２ページ、９月はロータリーの友月間でも
あります。新型コロナウイルスにより奉仕活
動や例会さえロータリーの活動が今までの
形式では難しくなっています。こんな状況だ
からこそロータリーの友をプラットフォー
ムに（人と人とを繋ぐ場所）新しい交流をと
呼びかけています。試してみては如何でしょ
うか。 
横組２０ページの侃侃諤諤（かんかんがくが
く）のコーナーで、門司西ＲＣの大野隆司氏
のお話、「女性会員活躍の記事に時代の流れ
を感じます」が載っています。４９年という
会員歴８５歳の大野さんが感じたロータリ
ーの変遷を短い文章ですが興味深く読みま
した。横組２４ページです。「ロータリー希望
の風奨学金」ロータリーのプログラムの一つ、
９年前に発生した東日本大震災の被害遺児
に対する奨学金です。２６ページの奨学生た
ちの声を読み、本当にロータリーの活動が生
きているんだなと強く感じました。縦組４ペ
ージ～８ページです。「変態が改革する多様
性社会」立命館アジア太平洋大学の学長出口
治明氏のお話ですが成程と共感する内容で
す。日本企業は世界でなぜかくも凋落したの



か？日本の国際競争力は昨年３０位、３０年
前は１位だったのです。世界のトップ企業２
０社中日本企業はゼロ、平成元年には１４社
の日本企業がランクインしていました。問題
はなぜ日本がこのように落ちてしまったの
かということです。今のトップ企業の顔触れ
を見ればわかってきます。グーグルアップル、
フェイスブック、アマゾンです。これらの企
業はとても若い、フェイスブックは創業１６
年ですがトヨタの２倍の時価総額をもって
います。原因は日本が偏差値が高く、素直で
我慢強く、協調性があり、上司の言うことを
よく聞く人間を大量に育ててきたからです。
ここからは新しいアイディアがでるはずが
無いのです。結論からいいますが、スティー
ブジョブスのようなオタクで変人、もっと言
えば変態的な人、好きなことを徹底的にやる
人が新しいアイディア、発想生み出すのです。
日本もこのような変態をつぶすのではなく、
育てることが必要です。日本的優等生７割に
３割の変態、両方がいてこそ日本もまた成長
すだろうということです。更に女性の進出の
低さも日本をだめにしている大きな要因だ
と言っています。是非じっくりと読んでみて
下さい。 
 
 

◆ゴルフ愛好会  
 

第４回加藤会長杯が亀山湖カントリーク
ラブで開催されました。 
 

【☆優勝☆叶川博章会員】 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ニコニコボックス 
 出席・ニコニコ・報告委員会 

佐藤文夫会員 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◇叶川博章会員 
 加藤会長コンペで、はからずも優勝すること
が出来ました。有難うございました。次回も
頑張ります。 

 
◇松岡邦佳会長 
 ８月６日に結婚祝いの花束が届きました。あ
りがとうございます。１３回目になりました。
よくここまで持ったものです。 

 
◇渡部和夫会員 
７４歳の誕生日のお祝いを頂きありがとう 
ございました。 
 

◇阪中昌司会員 
誕生日を祝って頂きありがとうございまし
た。５８歳になりました。 
 

◇坂井健治会員 
 ８月２３日、７５歳になりました。昨日後期 
 高齢者の免許更新、無事合格しましたのであ
と３年運転出来そうです。 

 
◇山田修平会員 
 ７月２８日に７９歳の誕生日を迎えました。
７０代最後の１年間を健康に過ごして、目出
たく８０歳を迎えたいものです。本日ＲＬ１
実行委員会アドバイザーの委嘱状を頂きま
した。頑張ります。 

 
◇近藤直弘会員 
 今年で５３歳になりました。このような時期
だからこそ新しいことをやっていきたいと
思っています。というか・・・やらないとい
けなくなった事が仕事でも多くなってます
ね。 

 
■例会アワー 
 
◆卓話           藤野宏治会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【君津店コロナ感染に関するご報告】                                    
 
◇感染の経緯 

アパマンショップ君津店スタッフが以前
より風邪で会社を休んでおり、病院にてコロ
ナではないかと PCR 検査を保健所に依頼し
検査したものの陰性であり、一時出社したも
ののやはり体調が悪く休んでおりました。し
かし、発熱が長引くので再度 PCR 検査をし

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hachioji-senchokansetsu.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F90a41758063f8b7602bb0189390f41c8.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hachioji-senchokansetsu.com%2Fother%2F%25E3%2582%25B4%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2595%25E3%2581%25AE%25E8%2585%25B0%25E7%2597%259B%2F&tbnid=cwH5tA4qbVXoyM&vet=12ahUKEwiKqdPI9M7rAhWMAKYKHVlNBZEQMyg_egQIARBy..i&docid=7bAq-EnbIeSudM&w=1024&h=751&q=%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&ved=2ahUKEwiKqdPI9M7rAhWMAKYKHVlNBZEQMyg_egQIARBy


たところ陽性であることが分かり 7 月 24 日
夜に私に連絡がきました。私と専務（母）も
体調不良で家にいたため、急遽保健所に連絡
し、翌日私と専務が PCR 検査をし陽性とな
り、保健所と相談の上更に翌日君津店全ての
スタッフが PCR 検査をしました。幸い他の
スタッフは陰性となりました。保健所と相談
の上、最後に私が社員と接触した 7 月 21 日
から 2週間君津店の営業を停止いたしました。 
最初に感染したスタッフ、専務は入院し、私
は自宅での療養となりました。専務は熱がな
かなか引かず、血中酸素量も減少したため、
酸素吸入とアビガンを投与していただき無
事回復いたしました。私は自宅で待機してい
る間、熱はすぐに引きましたが若干息苦しい
状態が続いていたのですが、一週間以上経ち
そろそろ回復してきたなあと感じていた頃
保健所より入院の連絡が来ました。ただ、病
院の救急入り口に移動式のレントゲンが設
置してあり、胸のレントゲン撮影、体温、血
中酸素濃度の測定をした結果、若干肺に影は
あるものの回復してきているので、入院しな
くても良いと診断され結局自宅にて療養と
なりました。 
保健所からはその後も毎日電話による確認
があり 8 月 3 日から、外に出てもよいとの許
可を頂きました。 
会社も 2週間後の 8月 4 日より保健所の許可
をいただき再開しました。 
母は 8 月 6 日に退院、自宅療養をし 8 月 10
日より外出許可が出ました。 
 

◇影響と対策について 
君津店における来店の減少や、不可解な噂

などが流れる事態がありました。「人の噂も
75 日」ということわざもありますが、今回噂
の対象となって思うことは、私にとってはす
でに回復して普通に仕事をしている状態で
すが、人によってはその頃に噂を聞く方も多
く、外に出歩いていることをびっくりする人
もいると言うことです。また、店舗において
も営業を再開していてもそのことに気づか
ない方も多いということです。そのため会社
から率先して情報をオープンに発信するこ
とにいたしました。当社アパマン事業におい
て、隔月で新聞折り込み誌に「賃貸経営新聞」
という PR 誌を発刊していますが、8 月 28 日
発行のこの賃貸経営新聞に、私の挨拶・会社
の対策を発信し世間への発信をおこないま
した。 

 
◇最後に 

今回のコロナ感染について、おかげさまで
最初に感染したスタッフも元気に回復し、私
も軽傷で済みました。母は、一時酸素吸入と
アビガン投与となりましたが無事に回復し、
感染した人間が無事回復したことを感謝し
ています。また、コロナ感染前から会社にお
いてもかなり、注意して対策していましたが
それでも感染してしまう病気である、という
ことを感じる 1 ヶ月でした。第 1 次の感染収
束後、木更津にいるとどこか他人事のような
感覚がありましたが日本中どこにいても誰
でも感染するリスクがあるという気持ちを
もち続けること、いつ起こっても良いように
対策をしていくことが大事であると思いま
す。 

◆卓話           松岡邦佳会長 
 

昨年度から問題となっ 
ている新型コロナウイル 
スに関する私の考え方及 
び今後の対応について 
本日はお話しさせていただ 
きます。 
御存じのとおり令和２年 

１月頃から発生した新型コロナウイルスの
問題について３月から小中学校が休校にな
り、４月７日には緊急事態宣言が発令され、
５月２５日まで続きました。感染者数は５月
後半から６月後半まで落ち着きを見せたも
のの、７月に入り上昇し７月下旬には１日の
感染者数が１０００人を超える日が頻出す
るなど、最近はまた減少に転じているものの
この問題がおさまる様子がない状況です。そ
してこの問題が今後どのような方向に進ん
でいくのか正直言って全くわからないとい
うのが現状だと思われます。 

  そんな中、当クラブの会員にも陽性者が生
しロータリークラブの会合をどうするか理
事会で検討したうえで７月２９日の会から
８月２６日まで約１か月間例会を休止させ
ていただきました。そして現状に鑑み本日の
例会から開催することにいたしました。 
このような状況の中で正直正解のない中

で例会を開催すべきか休会にすべきかの判
断は非常に困難を極めます。感染リスクを避
けるために一番良い方法はこの問題が収ま
るまですべての例会を休止することだと思
います。しかしながら、この問題で外出等が
減り異常な経済状況に悩まされている方も
多くいます。また、ロータリー活動において
一番大切と言われている例会の開催を否定
することはロータリーの存在意義を否定す
ることにもつながります。 

  そこで、感染の可能性をできる限り低くす
るための対策をとったうえで、私は例会の開
催については一般的かつ常識的な判断で、ロ
ータリーの例会でクラスターが発生した場
合に会としての落度があると判断される場
合には、例会を休止したいと思います。具体
的には緊急事態宣言が発令された場合、感染
者数が増加し一般的に見て会合を開くこと
自体非常識と判断される状況の場合には例
会を休会としたいと思います。 
今後の日程ですが➀ガバナー公式訪問例

会につきましては現在ガバナーと富津シテ
ィクラブと調整中であり、１０月または１１
月に曜日を変えて開催したいと思います。②
本来今日行われる予定であった２５００回
例会は休会が入った関係で１０月７日に開
催する予定です。③すでに連絡済みですが、
地区大会は１０月１８日から来年の５月１
０日に変更となっております。また、クラブ
とメンバーの連絡方法について一度検討さ
せていただけたらと思います。さらに、今後
をふまえ新たな例会の開催方法をついて取
り組んでいけたらと思います。本日も一部
zoom を取り入れて開催しておりますし、来
月には姉妹クラブである坂出東ロータリー
クラブと zoom を使った合同例会を開催した
いと考えております。 
最後に、このような状況の中、会員の皆様

には商売や生活などにおいて様々な苦労や



困難が発生していると思います。こんな時だ
からこそロータリーのスケールメリットを
生かし困難を乗り越え、明るい未来に向けて
活動することを切に願い私の卓話とさせて
いただきます。 

 
 

 
 
 
 
◆点鐘   松岡邦佳会
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