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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 2 号 通巻第 2653 号 

第 2653 回例会 

２０１４年（平成 26 年）７月８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 

お客様の紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「われらの生業」 

幹事 

親睦委員会 

和食かしま 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

親睦委員会 

 

会長 
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◆会長交代式 

岡本 秀男前会長から高橋 邦夫新会長へ木槌と会長たす

きの交換。 

 

◆会長挨拶 

高橋 邦夫 会長 

 

東金ロータリークラブは日

本で 325 番目、千葉県下で

11 番目のロータリークラブと

して、昭和 34 年 9 月 15 日に創立されました。 

５年前「創立 50 周年記念誌」の編集に携わりな

がら、クラブの創立にご苦労された方々のご功績

について、深い感銘を受けておりました。創立から

今日に至るまでの東金ロータリークラブの歩みは、

誇り高く品位を保ちつつ、輝かしい活動の歴史を

刻んでおります。この間、担当された歴代の会長・

幹部の方々のご苦労は、それぞれの場面で筆舌

に尽くせぬ困難と大変さがあったものと、改めて敬

意を表する次第であります。 

さて、ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァンＲＩ会長は、2014～

15 年度のスタートにあたって LIGHT UP ROTARY

『ロータリーに輝きを』のテーマを示されました。そ

してロータリーファミリーの拡大によるクラブの強化

と、ポリオの撲滅という人類史上の一大事業の実現

を大きな目標として掲げ、ただ問題を座視するので

はなく、自ら灯を掲げて行動することの大切さを訴

えたのであります。私たちは、協力して、ホァン会長

の熱望に応えたいと思います。 

さらに、宇佐見透第 2790 地区ガバナーは、変革

を恐れずに活動すること、時代の変化に併せ、変

わりながら続けていく事の大切さを説き、『原点回

帰』を合言葉として地区の活動を推進する方針を

示されました。『原点回帰』とは、魅力に満ちた憧れ

のロータリーの復活を意味しています。私たちは、

会員一人一人がロータリーの魅力を語れる『原点』

をロータリーの歴史から学び、今私たちができるこ

とを考え、実践し、ロータリーの未来を求めて行き

たいと思います。 

 これから、私は偉大な先輩方が切り拓かれた

道を歩むことになりました。平成 19 年 7 月に、前会

員であった父から引き継ぐ形で入会させていただ

いた時、宮原信道会長の前でロータリーの歴史に

恥じないロータリアンとして行動することをお誓いし

ました。 

東金ロータリークラブは 50 代から 80 代の世代の

会員が、奉仕の理想に向かって集っております。

輝かしい歴史に恥じぬよう、誠心誠意会務の遂行

にあたらせていただきます。 

何とぞ、皆さま方のご協力とご指導をお願いいた

します。有難うございました。 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 高橋正会員が異動により退会されました。 

 各委員会セミナー開催の案内が来ていま

すので、来週例会時に各委員長にコピーを

お渡しします。 

 例会行事予定表をお配りしましたので、ご

確認ください。 

 

  

第２６５２回例会の記録 ＜７月１日＞ 
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◆謝辞・記念品贈呈 

鈴木 康道 前々会長 

一年間務めるということは、並大抵のことではご

ざいません。特に現在のように東金ロータリークラ

ブの力が落ちている状態の時に支えてくださり、ま

た新しい会員を増やそうとご尽力されました。次期

に対して完璧な補強をされて終えられたことに本当

に感謝いたします。ありがとうございました。 

左より鈴木康道前々会長、岡本秀男前会長、吹野友雄前

幹事 

 
 

一年間事務局を務めて頂いた川戸信彦さんへ記念品の贈

呈がありました。 

 

◆前会長挨拶 

岡本 秀男 前会長 

 

昨年の７月１日から一年

間、機会を与えてもらい、自

分なりにいろいろプラスに考

え、新しい年度は側面から東金ロータリークラブが

発展できるように努めてまいります。ありがとうござ

いました。 

◆前幹事挨拶 

吹野 友雄 前幹事 

 

記念品をありがとうござい

ました。厳しく苦しい一年間

でした。すべてが過ぎ去り、私の中では貴重な経

験をした、という思いが残っています。今現在は非

常に満足感があります。ロータリーの皆様との出会

いが貴重な財産です。改めて御礼申し上げます。

無事に一年間終わり、こちらから授業料を払わなけ

ればならないほど、東金ロータリーの長い歴史の知

恵を頂戴しました。これからは、側面からできること

をしていきたいと思っております。ありがとうござい

ました。 

 

◆誕生祝 

２日 塚瀬 一夫会員、８日 秋葉 芳秀会員。おめでとうご

ざいます。 

 

◆新委員長活動計画発表 

古川 秀夫 クラブ奉仕委員長 

会員 22 名ですが、活気ある

活動をしたい。クラブ奉仕委員

会は、東金ロータリークラブの皆

さんと交流を図り、共に理解をし

あえることが大事だと心より思っ

ております。昨年に引き続き、よろしくお願いいたし

ます。 
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小林 信雄  

米山奨学会担当委員長 

 東金ロータリークラブにおいては

会長の信任をもって、国際会議・

各種大会に登録し、出席をすると

いう役割を持っております。 

 カウンセラーとして一言お伝えします。中国人奨

学生から連絡がありました。中国に帰国してからず

っと苦労しており、やっと９月からの就職が決まった

そうです。4 年かかったそうです。今後もサポートし

ていきます。 

 

菅原 實 職業奉仕委員長  

 もともとロータリーは職業が基

本です。いろんな職業な人々が

集まり職業倫理を高めていこうと

いうものです。職業を通じて社会

奉仕をしようというクラブです。そういう意味で、一

番の仕事は職業奉仕に関するいろいろな情報を

伝達することだと思います。職業倫理を高める気持

ちをエンカレッジするのが一番の仕事です。情報

提供・啓蒙活動に力を入れていきます。10 月は職

業奉仕月間ですので、そのような卓話を実施した

いと思っています。 

 

原島 和雄 社会奉仕委員長 

 社会で相手にされるよりも、相

手にしてあげたい、という気持ち

が大事だと考えています。現在、

東金の中で困っている方がいっ

ぱいいらっしゃいます。これからは、地元の困って

いる方の力になりたいと思います。 

8 月 23 日のやっさまつりの掃除に私は都合により

出席できませんが、委員会一同、今年も一生懸命

行って、お役に立つようにしたいと考えております。 

 

塚瀬 一夫 国際奉仕委員長 

 ロータリアンとして、国際理解と

親善、世界平和を推進するた

め、会員の理解を深め、国際奉

仕への意義を高められるように

活動をします。また、ロータリー

財団委員会、米山奨学委員会の内容を把握し、目

標に向け協力をします。WCS 活動の内容を把握し、

会員の皆様へ情報提供をいたします。これは昨年

同様ですが、今年度は、東金国際交流協会と共催

を行い、奉仕事業を実施したい。具体的には 12 月

予定の国際交流パーティーの場に会員の皆様に

ご出席いただき、城西国際大学学生や留学生と交

流をしたいと考えています。 

 

 

☆娘の園子が 6 月 20 日ベネチアのサンフラン

チェスコ教会で結婚式を挙げました。 

・・・安藤正義会員 

☆一年間ありがとうございました。 

・・・岡本秀男会員 

☆ニコニコがロータリーの原点。菅原会員のお

話に感銘。      ・・・鈴木康道会員 

☆新年度がスタートしました 一年間よろしく

お願いいたします。  ・・・高橋邦夫会員 

☆誕生祝ありがとうございました。本年で 65 才

になりました。年金が受給できます。今後も

よろしく。      ・・・秋葉芳秀会員 

 

 

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 1 日 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX 

21 名 19 名 90.4％ 2,700 円

 


