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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 8号 通巻第 2659 号 

第 2659 回例会 

２０１４年（平成 26 年）8 月 26 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 

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 

「それでこそロータリー」

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 

 

東金税務署長 天明誠氏

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆入会式 

 

渋谷 章男 新会員 

 みなさんこんにちは。 

千葉銀行東金支店の渋谷と申します。これからロ

ータリーの会員ということで、皆様のお仲間に加え

ていただければと思っておりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

◆会長挨拶 

高橋 邦夫 会長 

 

国際ロータリーのホームページを開くと、「ロータ

リーへようこそ」というタイトルで、次のような言葉が

記されています。 

「ロータリーでは、地域のために力を尽くす草の

根のリーダー、そして世界のためにがんばるグロー

バルな市民が集まって、一緒に活動しています。

ひとりでも多くの人に参加していただければ、もっと

たくさんの『よいこと』が可能となります。」 

そして、「リーダーのネットワークへ」「さまざまな

国・文化・職業のリーダーとつながろう」というキャッ

チフレーズが続きます。 

ロータリーは世界平和の確立を最終の目的とす

る世界的組織であります。従って、世界のどこかで

紛争があり、平和が脅威にさらされているときに、ロ

ータリアンとして無関心でいることは許されません。

国家間・政府のレベルでは利害や政策が対立する

ことはあっても、民間のビジネスや個人のレベルで

は、友愛の心にあふれた人間関係が築かれている

ものです。ロータリークラブは１００年来の国際親善

活動を通じて、民間レベルの親善を図り、相互理

解と友情の種を蒔き、平和の礎として育ててきまし

た。時に裏切られることはあっても、地道な活動は

いつか実を結ぶものです。歴史の大きな流れの中

では、ロータリークラブが国際組織として果たして

いる役割は決して小さなものではないと考えていま

す。 

８月４日に逝去されたチャーターメンバーの小川

芳司元会員は、東金国際交流協会の会長としても、

日中友好協会としても国際親善に活躍されました。

当クラブで保管している世界各国のバナーは、多

田屋の能勢清会員や浅井病院の浅井利勇会員な

どの先輩方が、海外のクラブを訪問し、バナー交

換をして集められたもので、貴重な財産だと思いま

す。今週末、YASSA フェスティバルでの国際交流

協会の活動に参加しますが、親善の種蒔きをされ

た先輩方の思いを受け継ぎながら、現代の東金山

武地域における国際親善を支えてまいりたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

第２６５８回例会の記録 ＜８月１９日＞ 

 

お誕生日会祝い、有難うございました。 

平間陸生会員

ご奉仕          小林信雄会員 
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◆幹事報告 

並木 孝治 副幹事 

 

 創立５５周年記念ゴルフ大会、記念例会の

ご案内です。９月１６日（火）８:２０より新千葉

カントリークラブ集合です。９時スタートあさ

ぎりコースです。その後、１８時より記念例会

を開催いたします。記念例会に関しては鈴

木会員から説明があります。 

 ２０９０地区リーダーシップセミナーLYRA の

参加者募集のご案内です。１０月１８日１０

時～１９日１５時まで成田ロータリークラブの

藤崎青少年奉仕委員長からのご案内です。

登録費は１５，０００円です。 

 ２０１４年７月国際ロータリーの半期報告が

届いております。幹事席においてあります

のでご覧ください。 

 米山記念奨学会より官報が届いております。 

 茂原東ロータリークラブより８月例会予定の

案内が届いております。６日通常例会、１３

日休会、２０日納涼例会 生命の森リゾート、

３０日は通常例会。 

 

◆委員会報告 

鈴木 康道 会員 

第５５回記念例会の件で、お願いがあります。 

クラシックやシャンソンは、聴衆が演者の気分を

乱さないように静かにお願いいたします。できるだ

け、落語の時には食事は中断していただきたい。

演者より質の良いものをお観せしたい、ということで

すのでよろしくお願いいたします。 

 

◆卓話 

 

飯田 修一 氏  （東金市教育委員会教育長） 

みなさまこんにちは。 

今日は伝統のある会にお招きいただきまして、

本当にありがたく、感謝いたしております。私は今、

徳川家康公来訪４００年ということで、商工会議所

の古川会頭さんをはじめ、いろいろな方にご協力・

ご指導をいただきながらまとめ上げてきたものがあ

りますので、そのお話をさせていただきたいと思い

ます。 

その前に、教育行政のトップとして私の考えてい

る決意をお話させていただきます。 

東金市の教育に当たりまして、一番私が大事に

していることは「安心・安全」な学校づくりです。東

金中学校を「安心・安全」ということで、建築を進め

ております。今年と来年で工事は終わりまして、新

しい校舎が完成します。そして、小学校５校に関し

ましても「安心・安全」ということで、耐震性のある学

校づくりを目指しておりトイレもすべて水洗にすると

いうことで進めております。 

また、「命の問題」として、学校の内部において

は「絶対にいじめのない学校」ということで、きちっと

やっております。教えるのは教師でありまして、教

師である前に人間であり、力のある教師をどんどん

東金市で採用していくことに力を入れております。 

さて、「家康来訪４００年」についてスライドを作り

ました。東金商工会議所さんより依頼を受けて７回

の連載をさせていただきました。それを読みやすく

再編しました。 

（当日配布資料がございますので、欲しい方は事

務局までお申し付けください。） 
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◆８月２３日特別活動 

東金国際交流協会  パーティ参加  

やっさフェスティバル 清掃活動  

慰労会（鮨正）  

出席率  ８月 19日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

22名 16名 72.7％ 1,110 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 


