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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 3 号 通巻第 2654 号 

第 2654 回例会 

２０１４年（平成 26 年）７月 15 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「手に手つないで」 

幹事 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

鈴木康道会長エレクト

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

東金ロータリークラブのテリトリ

ーから、東金ビューロータリーク

ラブ、大網ロータリークラブが誕生してから今年で

15 年になります。西暦 2000 年の 1 月でした。大網

ＲＣは茂原中央ＲＣからの分割でしたが、東金ビュ

ーＲＣは東金ＲＣがスポンサーです。当時、60～70

名ほどの会員がいて余力があったこと、東金ＲＣか

ら出た南部ガバナーが地区の方針として新クラブ

設立に熱心であったことから、東金ＲＣ会員の子弟

を中心にビューＲＣが設立されたと聞いております。

後継者となる世代が新しいクラブを設立してしまっ

たので、いずれ東金ＲＣの衰退を招くと危惧する声

もありました。その危惧は今や現実のものとなった

かもしれませんが、東金ＲＣ２１名、東金ビューＲＣ２

６名、あわせて４７名という総数でみれば、かつての

東金ＲＣの規模と比べて決して少ないわけではあり

ません。 

東金ビューＲＣは木曜日を例会日とし、青少年

のリーダー育成合宿などの活動を積極的に展開し

ています。一方で、東金ＲＣは歴史に裏打ちされた

品位を保ちながら、どっしりと東金市を支える存在

感を維持する一方で、かつては青少年交換留学

事業において千葉県隋一の成果を上げ、近年も

多くの米山奨学生のホストクラブとして国際交流を

支える活動や、ロータリー財団寄付を通じての国

際貢献に力を注いでいます。親子ではありますが、

それぞれが補完的な機能をもちつつ、互いの別働

隊のような存在として認め合う関係のように思いま

す。東金ＲＣを退会した方がビューＲＣに入会した

り、私や安藤昇一会員のように同一事業所から両

方のクラブに会員を輩出したりなど、人的な交流も

あり、全く別のクラブという認識は持っていません。

それぞれが特性を活かしながら、『超我の奉仕 

Service Above Self』『最も良く奉仕する者、最も多く

報いられる He profits most who serves best』という

ロータリーの精神を共有し、奉仕の理想に向けて

活動しています。東金、山武、九十九里、大網に

は、３つのロータリークラブがあって幸せである。こ

れが、現在の姿だと思います。 

しかし、少子高齢化は着実に進展しており、い

ずれ其々のロータリーの存続を脅かすことになるで

しょう。そのときは、また１つに戻ればよいのだと思

います。国際ロータリーでも、2013 年の定款の変

更により「衛星クラブ」という制度が承認されていま

す。これは、本店と支店の関係のように、１つのクラ

ブに属しながら、衛星クラブとして別の曜日に例会

を開催するグループの存在を認めるものです。 

世界中のロータリークラブにはそれぞれに課題

があり、様々な状況を改善するための、様々な解

決策が提案されます。それらが、３年ごとに開催さ

れるＲＩの規定審議会で協議され、優れた提案が国

際ロータリーの制度として採用される仕組みです。

齢１００歳を超えてもなお、定期的に規程を改訂し、

自ら変化し続けていることは、ロータリーの魅力の

源泉だと思います。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 今年度の役員・理事・委員

会構成の最終版を本日再

度 配 布 さ せ て い た だ き ま

す。 

 10 月 6 日（月）キングフィールズゴルフクラ

ブ市原にて、地区大会記念フェローシップ

ゴルフ大会のお知らせです。お申し込みは

8 月 31 日までとなっておりますので、次回

回覧いたします。 

 配信済みですが、夜間移動例会 7 月 29 日

18 時点鍾、九十九里片貝の「まるに」にて

行います。 

 お手元にロータリーの新しい名刺原稿用紙

をお配りしておりますので、次回例会時まで

にご記入ください。 

第２６５３回例会の記録 ＜７月８日＞ 
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 昨年度集めた、東日本大震災義援金を、

浪江町に寄付いたしました。浪江町町長よ

り丁寧なお礼状が届いておりますので回覧

いたします。 

 

◆お客様あいさつ 

安藤泰健 様 

東金ビューロータリークラブ会長 

みなさま、こんにちは。東金ビュ

ーロータリークラブの今年度の会長

を務めさせていただきます安藤泰

健と申します。貴ロータリークラブ会員の安藤章一

の息子です。一年間よろしくお願いいたします。 

約 14 年前に皆様のおかげをもちまして東金ビュ

ーロータリークラブが誕生し、今年で 15 周年を迎

えることになりました。そこで、しばらくお休みしてい

た「ジュニアリーダー研修会」を行うことになりました。

7 月 24～25 日に小学校 4～6 年生を対象に東金

市最福寺にて行います。7 月 24 日の夕方にはバ

ーベキューを行いますので、お時間がございまし

たら皆様ぜひお越しください。 

 

前島康夫 様 

東金ビューロータリークラブ幹事 

 みなさまこんにちは。ここに立ちま

すと 19 年前を思い出されます。当

時の東金ロータリークラブには、68

名の会員がおり、私は会員というよりはパシリのよう

に朝 10 時には出勤し、片付け等もすべてやらせて

いただきました。今思えば、それがあったからこそ

長くロータリーを続けてこられたのだと思っていま

す。東金ロータリークラブで学んだロータリー精神

を、東金ビューロータリークラブに持ち込みました。 

東金ビューロータリークラブ創立 10 周年の時に

「マンネリ化した」として、設立から続けていた「ジュ

ニアリーダー研修」を止めました。それを創立 15 周

年に当たり、もう一回だけやってみようということに

なりました。今後も温かく見守っていただければ幸

いでございますので、なにとぞよろしくお願いいた

します。 

 

渋谷 章男 様 

千葉銀行東金支店長 

6 月 27 日の人事異動でまいりま

した。文章の章に男と書いて「ふみ

お」と読みます。 

私は今年で 50 歳になります。出身の香取郡多

古町は、田んぼと畑と山しかなく、特産物は多古米

で米どころとして知られております。高校は匝瑳高

校を卒業後、東京都立大学を卒業し、千葉銀行に

入行いたしました。東金という街をできるだけ勉強

させていただいて、皆様のお仲間に加えていただ

ければと思います。東金支店は大きくてきれいで

すので、ぜひご愛顧いただければと存じます。 

 

◆委嘱状伝達 

    

 

   

 

    

 

   

 

 

◆委員会報告 
岡本 秀男 広報委員長 

広報委員は、昔は例会を記録し

てその日のうちにまとめていたとの

ことですが、昨今ではなかなか難し

⾼⼭ 友⼆
社会奉仕委員、
米山奨学会委員 

菅原 實  
理事、 
職業奉仕委員長、 
クラブ奉仕委員、 
米山奨学会委員 

並⽊ 孝治
理事、副幹事、 
管理運営委員長、 
会員増強委員、 
ロータリー財団委員

秋葉 芳秀
理事、会計、 
クラブ奉仕委員 

安藤 正義  
ロータリー財団委員
長、 
職業奉仕委員、 
社会奉仕委員 

鈴⽊ 康道
理事、会長エレクト、国
威奉仕委員、 
親睦活動委員 

⼩林 信雄
米山奨学会委員長、
広報委員 

古川 秀夫  
理事、 
クラブ奉仕委員長、 
クラブ研修委員長 

岡本 秀男
理事、広報委員長、 
クラブ研修委員、 
国際奉仕委員 

吹野 友雄
管理運営委員、
青少年奉仕委員 

塚瀬 ⼀夫  
理事、 
国際奉仕委員長、 
親睦活動委員、 
青少年奉仕委員 

野⼝ 雅⼦
理事、S・A・A、 
管理運営委員 
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いのですが、なるべく PR できるような会報ができる

とよいと思います。ロータリーの会員増強につなが

る広報をしていきたいと考えています。 

 

並木 孝治  

管理運営委員長 

 活動方針は、会員卓話を中心に一

年間やっていきます。皆様のご協力

をお願いいたします。 

 

安藤 正義  

ロータリー財団委員長  

 8 月 3 日「未来の夢計画」研修が行

われます。研修を受けて、活動計画

を共有したいと思います。RI の活動

資金がウェイトを占めております。ご寄付のご協力

をお願いいたします。一人 130 ドルの要請を受け

ており、達成を目指しています 

ポールハリスフェローですが、繰越金が残って

おります。まだ会員になっておられない方は、クラ

ブの方で半分負担しますので、ぜひ会員からポー

ルハリスフェロー100％の達成をよろしくお願いしま

す。 

また、ベネファクターですが、できれば私も協力

したいと思っておりますが、ほかの方もどうぞよろし

くお願いいたします。 

小林 信雄 米山奨学会委員長 

 2014 年度上期普通寄付金のお願

いが来ております。7 月 1 日現在の

会員の数だけお願いしますとのこと

です。また、特別寄付金があり、こ

れは任意ですがご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

本日のお客様の東金ビューロータリークラブへ

は 4 回ほどお邪魔をさせていただきました。その節

はお世話になり、ありがとうございました。 

 

塚瀬 一夫 国際奉仕委員長 

 来月 8 月 23 日に行われるやっさ

フェスティバルでは、20：30 より奉仕

活動を行う予定ですが、その前段

に東金国際交流協会が留学生、外

国の皆様をお招きしてのパーティを行い、やっさフ

ェスティバルに参加します。東金ロータリークラブの

会長、皆様もご参加ください。17：30 より商工会議

所 1 階にてパーティを予定しております。皆様のご

参加をお待ちしております。 

 

 

☆バースディプレゼントをありがとうございま

した。 

・・・塚瀬一夫会員 

 

  

 

ホームレスの⼦どもたちに新しい未来を

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 

出席率  7 月 8 日 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX 

21 名 17 名 80.9％ 2, 000 円

 

⽶国アトランタの少⼥、ジェニファーさんは 17 歳にして路上で暮らす⾝に... 
5 歳の頃から、兄弟や⺟親のボーイフレンドによる虐待を受け、ついには家を追い出さ
れたジェニファーさん。頼るあてもなく路上で⽣活し、⼈⾝売買と 売春の世界に引き込
まれて 2 年間を過ごしました。そんな⽣活からやっと⾒つけた希望の光が「Covenant 
House」でした…

ロータリーからの⽀援なしにここまでの運営を実現することはできなかった、と話すアシェさん。「ボランティアの
皆さんのおかげで、ほんのわずかな資⾦で運営を続けることができます。地域のリーダーが⼒を合わせて地元の問題
を解決できる、ロータリーの⼒を実感しています」 https://www.rotary.org/myrotary/ja/blown-away-realities-human-trafficking 


