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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 7 号 通巻第 2658 号 

第 2658 回例会 

２０１４年（平成 26 年）8 月 19 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 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

入会式 

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 

親睦委員会 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

渋谷章男 新会員 

 

東金市教育委員会教育長 

 飯田秀一 氏

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 

 

８月は会員増強月間です。崎山地区研修リーダ

ーによると、ゲイリー・ホァンＲＩ会長は、会員増強と

ロータリー財団寄付の拡充に情熱をもって取り組

んでいるとのことです。 

ロータリークラブは放っておくと毎年１０％ずつの

会員減少がみられるとのことで、１０年間何もしなけ

ればクラブは消滅してしまいます。東金ロータリー

クラブは、東金商工会議所の母体として発足して

から、地域で55年間有意義な活動をしてきました。

これからもまだまだ地域にとって必要な存在である

でしょう。消滅の危機を回避するには、会員の増強

しかありません。会員各位の御協力をお願いいた

します。 

ちなみに、第２７９０地区では３０人未満のクラブ

が４２で、２０人未満が１５クラブです。第６分区では

茂原 RC が５７、成田空港南 RC が３５、大網 RC が

３０、東金ビューRC が２５、茂原東 RC が２２、東金

RC が２１、大原 RC が１９、茂原中央 RC が１４、大

原 RC が１６、大多喜 RC が８となっています。 

東金ロータリークラブの会員としてお迎えするべ

き素晴らしい人材が地域には多数おられるはずで

すし、私たちが声をお掛けするのを待っているかも

しれません。さまざまな機会に、ロータリアンとなる

意義をお伝えいただきたいと思います。 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 ８月２３日（土）やっさフェスティバルです。そ

の時に清掃活動と終了後に納会を行いま

す。 

２０時３０分の花火打ち上げの際に、会館屋

上が解放されますので、それまでに集合し

てください。２１時ごろより鮨正（京葉銀行裏）

にて慰労会を行いますのでご参加ください。 

当日は、東金国際交流協会１７時３０分より

会館１階にて交流パーティが開催されます。

会員の皆様はお時間がございましたらご参

加ください。 

 本日第２回の理事会を行いました。 

財団の寄付及び米山奨学会の寄付につき

まして、会員の皆さんの寄付一覧を次回の

理事会にて諮り、協力をしていきます。また、

東金市体育協会より、協会旗の寄贈依頼が

あり、理事会にて審議し、記念例会時に寄

付をさせていただくことになりました。 

 訃報：東金ロータリークラブ元会員小川芳

司様が８月５日にご逝去されました。８月７

日１８時より東雲閣にて通夜、８月８日（金）

告別式です。享年９３歳でした。ご冥福をお

祈りいたします。 

 

 

第２６５７回例会の記録 ＜８月５日＞ 
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◆誕生祝 

 
５日 並木会員、１７日 平間会員 

 
 

◆委嘱状伝達 

 

中村隆則会員 

会員増強委員長、職業奉仕委員 

 

◆委員会報告 
安藤正義  

ロータリー財団委員長 

８月３日に幕張アパホテル

&リゾート東京ベイ幕張にて

「ロータリー財団委員長会議」

がございまして、高橋会長と

二人で出席しました。 

詳細につきましては、卓話にてお話をさせてい

ただきたく思います。 

９年ぶりにこのような地区会議に出席してきまし

た。変わらないな、と思ったのは冷房がガンガン効

いていましてとても寒く、ほとんどの皆さんがスーツ

かジャケット姿だったことです。本来は、我々ロータ

リアンは率先してクールビズをやるべきではないだ

ろうかと感じました。 

 

岡本秀男 

広報委員長 

 ８月１日に千葉市生涯学習

センターにて行われた「広報

公共イメージセミナー」に高

橋会長と出席してまいりまし

た。たくさんの方が参加され、ロータリークラブの内

容をよく理解し、ＰＲに努めてほしい、との内容でし

た。最近はＩＴやインターネットが主流ですので、マ

イロータリーの操作説明などがありました。会員増

強ということで各クラブの人数が発表され、スケー

ルの小さなクラブが多くなった、という印象でした。 

 

◆卓話 

 

神定一雄 氏  （東金市観光協会会長） 

みなさまこんにちは。 

今日は観光協会会長という立場でお邪魔をして

おりますが、私はロータリアンとして東金ロータリー

クラブでいろいろとお世話になり、教わって育てら

れた場所でもありますので、少々思い出話をさせて

いただければと思います。 

私が東金ロータリークラブに入会したきっかけは、

同じ新宿の安藤昇一さんからの勧めがあったこと

です。また、ロータリーを知ったのは、滝本先生で

した。「お前は面白いやつだから、毎週水曜日にこ

い」と言われ、ロータリーの会報を一緒に見ながら

夏いろいろと教えていただきました。それがロータリ

ーに入る前の下地として勉強になりました。 
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２０００年に東金ロータリークラブへ入会いたしま

した。今日、当時の会長・幹事のお二人がいらして

いるで大変うれしく思いました。 

当時、先輩に呼び出されていろいろと怒られまし

た。一番怒ってくださったのは、高橋美光先生です。

何かあると、夜か月曜日の午前中に呼び出されて

ご指導を受けました。今考えると本当にありがたく

思います。 

そういう流れを汲んで、２００８年に５０代会長を

務めさせていただきました。周りの方々のお世話に

なりながら会長職をこなしました。その時のテーマ

は『夢をかたちに』でした。 

東金ロータリークラブには本当にお世話になりま

した。ロータリーをしばらくお休みいたしまして、昨

年暮れに東金ビューロータリークラブに入会しまし

た。ここでは年長者でも遠慮なくこき使われます。こ

れはロータリーの本来の姿かなと思います。先日も

ジュニア研修を行いましたが、その際には小久保

幹事にお越しいただきましてありがとうございました。 

いま私は観光協会長を仰せつかっております。

観光協会は腐れ縁で、副会長を１２年やっておりま

した。東金商工会議所まちづくり観光委員会を作

っていただいたことで、観光協会と商工会議所が

一体となってスムーズに運営されております。 

東金市観光協会の「桜まつり」の予算は約４００

万円程度、東金市からの補助でまかなっています。

やっさフェスティバルが約８００万円くらいかかりま

すが、約半分を東金市からの補助金や賛助金でま

かなっている状況です。観光協会員１５０団体、個

人会員が５０人程です。協会費収入は年間１５０万

円くらいで、これがやっさフェスティバルの運営に

回っています。 

実際、東金市から豊富に予算が出るのではない

かと思っている人もいらっしゃいますが、こんなこと

やあんなことをやろうと、気楽にやろうとおっしゃる

方もいますが、なかなかできるものではありません。

東金市の観光資源には八鶴湖があります。歴史的

にはいろいろとありますが、観光で人を集めるには、

東金市は資源が大変乏しいです。そういう意味で

は、イベントを仕掛けて集客をするというのが、私の

経験の中では正解かと考えております。 

桜まつりは桜が咲いたら、あとは交通整理をして

あげればそこそこです。２週間弱で１０～１５万人程

度の来場者数です。やっさフェスティバルは一日

で延べ１０万人を超える来場者数です。やっさフェ

スティバルの方は観客動員がありますが、その分ス

タッフ面で祭りを制御していくことがだんだん難しく

なりました。一番苦労するのは、終わってからの人

払いです。去年の場合、未成年の若者が飲酒し道

路で歌ったり踊ったりし、挙句の果てにアルコール

中毒で倒れて救急車やパトカーの騒ぎになりまし

た。 

祭りで事故があると全国的に影響が出ます。露

天商に発電機を使わせるな、プロパンガスを見える

ところに置くな、という指導がありました。プロパンを

見えないところに置くと、ホースが短いから火元が

近くなりかえって危ない。そうすると、危険だから見

えてもいいからもっと離せ、と。警察も試行錯誤の

ようです。 

たくさんの皆さんにお世話になりながら東金のイ

ベントを行っております。なにかとお願い事が多い

教会でございますが、今後ともよろしくお願いいた

します。 

本日はありがとうございました。 

出席率  ８⽉５⽇ 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

21 名 19 名 90.4％ 3,058 円

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 


