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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail:info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 1号 通巻第 2652 号 

第 2652 回例会 

２０１４年（平成 26 年）７月１日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

会長交代式 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

乾杯 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

謝辞・記念品贈呈 

前会長挨拶 

前幹事挨拶 

結婚・誕生祝 

米山奨学金授与 

委員会報告 

・地区委嘱状伝達 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

 

 

 

君が代・奉仕の理想

幹事 

 

 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

鈴木康道前々会長 

岡本秀男前会長 

吹野友雄前幹事 

 

 

 

監査委員長 秋葉芳秀 

親睦委員 
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◆会長挨拶     岡本秀男会長 

 

 ・17 日の移動例会では事実 

上新旧の引継ぎと懇親会を 

皆さんと楽しく過ごしあり 

がとうございました。 

また 20 日には第 6 分区会長 

幹事の新旧引継ぎに高橋エレクト、小久保次期 

幹事、私の 3名で行って参りました。土屋ガバ 

ナー補佐は第 6分区らしさをアピールされ、ま 

た若くしてロータリアンとなった次年度諏訪ガ 

バナー補佐も挨拶されました。 

・1年を振り返ると吹野幹事と共に思い出に残る 

ようなことが一つも無く、申し訳なく思いロー 

タリアンの心構えが不足し方向を示せなかった 

のが残念です。この経験を今後の活動に反映さ 

せたいと思います。 

・事務局の問題も最終的には土濃塚さんという素 

晴らしい方に決まり、将来事務の中心的役割を 

お願いし、新会員の指導をお願い出来る事を期 

待します。 

・ＲＣの原点の気持ちを持って、皆さんでスクラ 

ムを組み、東金ＲＣとして恥じること無く行動 

できればと思います。1 年間大変お世話になりあ 

りがとうございました。 

 

◆幹事報告     吹野友雄幹事 

 

・最終例会での報告事項はご 

ざいません。 

・岡本会長と私で参りました 

が、1 年間を振り返ると、殆 

ど何をしたか良く解りませ 

ん。 

3 年半でしたが色々経験させていただき、次に引 

継げた位かなと感じております。継続は力なり、 

少人数でもこの会が未来永劫続くことが重要で 

す。1年間色々ご指導を賜りました事を、あらた 

めて心より御礼申し上げます。 

 

 

◆委員会報告 

◇社会奉仕委員会 小久保良行委員長 

 

・8 月やっさフェスティバル、 

秋は小さな親切運動の一環

としての清掃活動。また、皆

様にご負担をいただいた東

日本大震災募金活動は、次年

度ｶﾞﾊﾞﾅｰからの要請もあり、引継ぎたいと思いま

す。 

・今年度出来なかった部分は次年度に引継ぎなが

ら幹事としての務めの中で協力したいと思いま

す。特に子供たちの夢を支える活動、読み聞かせ

などやってみたいと思います。また新しい企画を

もっておこないたいと思います。 

 

◇青少年奉仕委員会 渡邉直樹委員長 

 

・私自身ロータリアンとして 2

年目で委員長となり、どう活動

してよいかわからない中で目標

を掲げましたが、何も出来なか

ったのが現実です。 

・先日引継ぎの席で、国際交流委員会と社会奉仕

委員会と絡みながら今後交流会、懇親会の場を設

け、若い世代の意見を聞いて今後の活動に反映さ

せたら良いのではと話をしたところです。 

・次年度は出来る限り各団体との交流会や海外の

人たちと今後の活動について話し合いを持ちな

がら、2050 年には人口の半分は外国の方々となる

事を聞いておりますので、それを見据えた上でお

こないたいと思います。今後とも皆様のご指導、

ご協力をお願いし、委員長としてのお話を終わり

ます。 

 

◇管理運営委員会  鈴木康道委員長 

 

・1 年間終わって見ると例会

卓話の割り振りだけで何も

出来ませんでした。意気込み

は凄かったのですが、例会担
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当者を配置につけてその通りに動いていただく

ことも簡単ではなく、当初描いていた理想とは程

遠い場当たり的な対応でございました。 

・卓話の時間が無くなりますので手短かにいたし

ますが、先日世界大会に行き、野口会員の報告に

は出てこなかった部分をお話したいと思います。

ショッキングな事はオーストラリアで世界的に

有名な世界遺産であるエアーズロックとブルー

マウンテン（廃坑）。エアーズロックの空港はホ

テルが付いておりますが、あとは砂漠で町も何も

ありません。そこには沢山の歓迎スタッフがいて、

それがなんと蝿なんです。その蝿が空港でワーッ

と寄って来て、話をすると口に入るので添乗員に

話をすると、害はなく私も何匹か食べました。と

のことでしたが、口に入ったら吐き出すかネット

を被るしかない。本当に大変で、自然遺産を守る

ため人工的なもの特に薬品で動物を殺すと生態

系が狂うので蝿は物凄く、日本の蝿の 70％位の体

重で小柄ですが数が凄いんです。その大歓迎のシ

ョックともう 1つはケーブルカーで、ブルーマウ

ンテン（廃坑）に不要になったトロッコを改造し

ジェットコースターのように造ってあります。最

大斜度５２°で、上から落ちるような経験をしま

した。良かったことは４日間天気に恵まれ、無事

に行って来た事。小林先生が一生懸命リードして

くださり、英語力はロータリアンにも欠かせない

と思います。ありがとうございました。 

 

◇米山記念奨学会  小林信雄委員長 

 

・米山記念奨学会報告をい

たします。当初は奨学会へ

の協力（寄付）をすること

と、ユン・ハンナさんのお

預かりを２年続けて行う事

が当クラブとしての形でありましたので、それを

踏襲して参りました。次年度も委員長を仰せ付か

っておりますので、出来ればホームカミング、学

友を呼んで卓話をする機会があっても良いので

はないでしょうか。そういうことを考えて行きた

いと思います。 

・報告と理想を申し上げましたが、個人的にはお

腹を手術いたしまして２月から入退院をし、縦横

２０ｃｍ位切りました。自分のことばかりお話す

るのは、聞いている方からすれば雑音でございま

すので、余り申し上げたくはありませんが、その

ような事情で皆様に大変ご迷惑をおかけしまし

た。お詫び申し上げます。併せてお見舞いを頂戴

いたしまして本当にありがとうございました。 

・尚、オーストラリアシドニー大会出席の件は鈴

木会員からご説明がございました。私も退院して

１０日も経たないうちにヨタヨタで行きました。

香港まで３時間半、そこから８時間半でシドニー

に着きます。もう一度お話をさせていただく理由

は、１つにご報告をしなければならないという事

でございます。それはクラブとして信任状を提出

します。今年は次年度ガバナー宇佐見さんが一括

して持って行ってくれたのでクラブとして提出

することは省けましたが、いつもは会場の「ゆう

あい広場」のレジストレーションブースへ持って

いきます。後は鈴木会員に手取り足取りいただき

ヨボヨボのところをエアーズロックのアボリジ

ニの記念の所や、ブルーマウンテンに行って参り

大変素晴らしい所でございました。鈴木会員は国

際人でございまして各々個人で登録する訳です

が、きちんと登録され、登録の方法でお世話にな

りありがとうございました。ロータリーも段々メ

ンバーが少なくなり奉仕の理想も地域柄大変な

状況を迎えておりますので、理想と現実が合わな

いと感じてきており、もう少し皆で考える必要が

あると思い、基本はあくまでも奉仕活動団体とい

うこと、親睦が必要になると思っております。こ

のあたりで何かしかのお役に立てればと思いま

すが、健康（病気）と孫の自慢はするな。という

ことでございますので、このへんで報告とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

※続けて、地区広報公共イメージ委員長としての

報告もされました。（略） 

 

 

 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 4 

◇ロータリー財団  並木孝治委員長 

 

・ロータリー財団委員会は、

地区内では当クラブの全員

が財団への寄付者として表

彰されております。出来れ

ば１，０００ドルを何方か

ベネファクターでお願い出来ればと思っており

ます。 

 

◆卓話      吹野友雄幹事 

 

・３回目の卓話ですが、残

り１０分間なので、そこで

切らせていただきます。今

日お話したいのは大河ドラ

マで放映中の「軍師官兵衛」

ですが、今の兵庫県播磨地区を豊臣秀吉が平定し、

これから毛利方に攻め入ろうとする段階に来て

おります。なぜこのお話かと言うと歴史に学べと

言われる通り、戦国武将のリーダーシップ、決断

方には参考になる面があります。毛利攻めの前段

で備中高松城（清水宗治）を秀吉（当時４６歳）

が水攻めで落城させます。この水攻めは堤を築き、

梅雨で増水した足守川から水を引き入れ城ごと

水没させるものです。1582 年（天正 10 年）5月、

432 年前その長大な堤に若き石田三成、豊臣秀吉

がありました。堤は永楽銭で 8千貫（約 24 億円）

を投じ、下底１２間（２２ｍ）、上底６間（１１

ｍ）、長さ３里半（１４㎞）（一説には 3㎞）で

気の遠くなるような構築物です。若き石田三成は

感銘し、後の城攻めの際に、これを再現したいと

なります。 

その年６月２日早暁、本能寺で織田信長（兵６０）

が明智光秀（兵１万３千）に討たれ、長男信忠は

そこで自刃。秀吉は６月３日水攻めの際に本能寺

の変を黒田孝高（官兵衛）に知らされて以来信長

の没後８年で天下を手中に収め、四国・九州を平

定し、信長のかつての重臣らを投降させ、また討

伐しのし上がり信長の次男信雄させも従えまし

た。 

しかし,ただ一つ関東の雄、北条早雲（通称マム

シ）以来の北条家が残り、秀吉は再三聚楽第に招

集をかけますが・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（小田原攻めから後の続きはまたの機会に） 

 

 

 

 
 
☆1 年間会長幹事としてありがとうございまし

た           ・・・岡本秀男会員 
☆野田に出かけますので早退します 

・・・秋葉芳秀会員 
☆お見舞いありがとうございました 

・・・小林信雄会員 

☆岡本会長吹野幹事様 1年間お疲れ様でした。 

次年度の指導宜しくお願いします 

・・小久保良行会員 

☆オーストラリア土産有難うございます 

・・・菅原 實会員 

 

 

 

★東日本大震災義捐金 

 

累計 49,050 円 

 
 
◆最終例会 出席報告 

 

 

 【お知らせ】 

※東金ＲＣの皆様 既にご存知のとおり 7月 1日

新年度第 1例会より事務局が土濃塚雅代さんに変

わります。 

東金ＲＣメール：togane@bloom.ocn.ne.jp 

短い間でしたが東金ＲＣの皆様に大変お世話に

なりました。紙面をお借りし御礼申し上げます。

有難う御座いました。  川戸信彦 

出席率  6 月２４日 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX 

２２名 １３名 ５９.０９％ 2，200 円 


