
 

Page 1 

  

 

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 11 号 通巻第 2662 号 

第 2662 回例会 

２０１４年（平成 26 年）9 月 16 日 

18:00 点鍾 

新千葉カントリー倶楽部あさぎりレストハウス 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

創立５５周年記念例会 

 

開会宣言・点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング 

四つのテスト唱和 

お客様の紹介 

会長挨拶 

歓迎のことば 

夫人の会会長挨拶 

 

来賓挨拶 

 

 

 

 

 

幹事報告 

閉会宣言と点鐘 

進行：野口雅子Ｓ・Ａ・Ａ 

 

髙橋邦夫会長 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

幹事 

親睦委員会 

髙橋邦夫会長 

大坪成彬会員 

東金ロータリークラブ夫人の会

会長 大坪紘子 様

東金市長     志賀直温 様

国際ロータリー第2790地区 

第6分区ガバナー補佐 

諏訪武士 様

東金ビューロータリークラブ 

会長 安藤泰健 様

小久保良行幹事 

髙橋邦夫会長 

懇親会 

 

アトラクションの演者紹介

乾杯 

創立記念ゴルフ大会表彰

アトラクション： 

 シャンソン 

 落語 

ロータリーソング 

閉会 

 

司会：長尾邦俊親睦委員長 

 

鈴木康道会長エレクト 

高山友二会員 

小久保良行幹事 

 

井関真人（シャンソン歌手） 

春風亭勢朝（落語家） 

「手に手つないで」 
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◆お客様紹介 
林 氏 （ちばぎん証券） 

 
 香取市のご出身。今回の卓話の趣旨は、日経

ダウ平均が 15,752 円となり、アベノミクスによ

り倍になりました。円ドルレートもかなりの円

安が進んでおり、これからの日本経済を株式の

一年、半年先の観点から勉強したいと思い企画

しました。 

 

◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

9 月 9 日重陽の節句です。不老長寿や繁栄を願

う「菊の節句」ともいうそうです。この日に秋祭りをす

る風習から「お九日（くんち）」とも呼ばれて、長崎

や唐津のくんち祭りの由来のようです。 

先週のご挨拶の中で、今月は青少年奉仕月間

ですと申し上げましたが、正しくは「新世代のため

の月間」でしたので、誤りをお詫びし、訂正します。

昨年の規定審議会で新世代奉仕という用語は青

少年奉仕に改められましたが、特別月間の名称は

「まだ」変更になっていないのだそうです。欧米で

は「新世代」というと生まれたばかりの赤ちゃんから

小学生の学童も含む幅広い言葉だそうですが、ロ

ータリーのターゲットは約１２歳以上の青少年に限

られているから「新世代」はおこがましい、「青少年」

がふさわしい、ということから変更になったようです。

細かい言葉の違いよりも、奉仕の理想に照らした個

人やクラブの活動実践をいかにするかを考えるほう

が有益と思われます。 

３日に分区会長幹事会があり、1 月 20 日実施予

定のインターシティ・ミーティングのテーマが承認さ

れました。「職業奉仕とビジネスについて考える」と

いうもので、諏訪ガバナー補佐が企画にあたられ

ますので楽しみにしたいと思います。 

さて、来週は大坪会員の新千葉カントリー倶楽

部にお伺いして、創立記念ゴルフと記念例会を予

定しています。記念例会は家族会を兼ねておりま

すので、ご家族のどなたでもご参加いただけます。

９月３日に夫人の会の大坪紘子会長はじめ役員の

皆さま４方と本年度次年度の会長・幹事４名とで懇

談をいたしましたが、夫人の会会員に限らず会員

のご家族のご参加を多数いただきたいとのことでご

ざいました。 

また、１０月２日のガバナー公式訪問の際には、

例会の後にクラブ協議会も行いますので、会員全

員の出席が原則であります。今から予定を調整い

ただき、ご参加いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

第２６６１回例会の記録 ＜９月９日＞ 

 

●ご奉仕 ·  ·····  野口雅子会員 

 ·······  ·····  菅原實会員 

●千葉学芸高校ゴルフ部羽藤（はとう）選手、

播磨選手が長崎国体千葉県代表に選ばれま

した。 ···  ·····  高橋邦夫会員 
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◆幹事報告 

並木 孝治 副幹事 

 

 赤十字活動資金の寄付礼状が来ておりま

す。 

 赤い羽根の共同募金の依頼が来ておりま

すので回覧します。 

 東金商工会議所より、「東金わくわく商品券」

取扱店募集の案内が来ておりますので回

覧します。 

 

◆卓話 

 

林 氏  （ちばぎん証券東金支店） 

はじめまして。日ごろお世話になりありがとうござ

います。このたびは、お招きいただきまして、ありが

とうございます。 

ちばぎん証券は 100％千葉銀行が親会社です。

前身は中央証券という名称でした。中央証券の前

身は、千葉県の鳥海証券と小布施証券が合併して

誕生しました。小布施証券は現存する証券会社で

は最古の証券会社です。 

 本日は、資料と株主優待についてご説明をしま

す。（資料がございますので、事務局にお申し付け

ください） 

 

その後、質疑応答が行われました。 

 

 

 

 

出席率  9 ⽉ 9 ⽇ 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

22 名 16 名 72.7％ 1,350 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 
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ちびっこライターの作⽂が 
世界を駆ける 
 

ここはジャマイカの⼩学校。11 歳のジョーダン君が、 
ある⼦⽝の話をクラスで発表しています。 
 その⼦⽝は、配⽔管に落ちて衰弱していたとき、ジョーダン君の家族に助けられました。その後、浜辺で遊
べるほど元気になり、やがて⼤きな⽝に．．．この話は、7〜11 歳の⽣徒たちによる児童作⽂コンテストに寄
せられた話です。コンテストは、カリブ地域のロータリーE クラブ* が中⼼となり、周辺の 10 カ国が協⼒し
て主催されました。 
 
⼦どもたちの作⽂が世界に 

児童作⽂コンテストのアイデアを思いついたロータリー会員は、英国のロータリークラブが主催した⻘少年
プログラムからヒントを得ました。コンテスト規約や公募⽅法を学び、これならインターネットで活動する E
クラブにもできると思ったそうです。その後、地元クラブの連携を駆使して、多くの⼩学校から作品を募りま
した。 

2013 年の第 1 回コンテストでは 200 の応募があり、2014 年には 300 名のちびっこライターが参加。協
⼒クラブごとに 3 つの地域賞を選び、主催者の E クラブが 10 の優秀作品を選びました。参加者には図書券を
プレゼントし、さらなる読書を応援します。 
 優秀作品は、"The Butterfly StoryBook" という⼀冊の本となって出版されました。また、ハイチのボラ
ンティア学⽣によってフランス語とクレオール語に翻訳され、近くスペイン語にも翻訳される予定です。 
 主催者の E クラブは、⼦どもたちの読み書き⽀援に役⽴ててもらおうと、この本をジャマイカの識字協会
に寄贈。識字協会は、これのお返しにと、カリブ諸国でのコンテスト普及を応援することに同意しました。ま
た、バージン諸島のロータリークラブが地元での識字⽀援に活⽤するために 500 部を購⼊したほか、カナ
ダ、エチオピア、ハイチ、インド、英国の⼩学校への寄贈⽤にさらに多くを購⼊しました。 
 
低所得者地域の⼦どもを本の世界へ 

ロータリーは、国際読書協会（IRA、2002 年よりロータリーと提携）と協⼒して識字プロジェクト賞への
応募を募りました。今年 7 ⽉、上記の児童作⽂コンテストと、⽶国のロータリークラブが実施した移動図書
館プロジェクトが最優秀プロジェクトに選ばれ、スポンサーであるピアソン財団から⽀援⾦ 2,500 ドルが贈
られました。 
 

移動図書館プロジェクトでは、ロータリークラブと IRA に加え、ローターアクトクラブや Ellensburg 教育
財団も本の収集・選別に協⼒しました。また、低所得者地域で本の貸し出しを⾏うために、当初はトラックを
レンタルしていましたが、今年、協⼒者からの⽀援を受け、専⽤のトラックを購⼊できました。 
 

低所得者地域では、公共サービスも不⾜しがちになり、ほとんど⾃分の本を持っていない⼦も。本を受け取
った⼦どもたちの顔には笑顔があふれると、ロータリー会員は話します。 
 

ボランティアの多くは教育関係者で、読み聞かせを⾏うことで⼦どものサポートを⾏っています。時には、
年⻑の⼦が、弟や妹に本を読んであげることもあるそうです。 

https://www.rotary.org/ja/young-writers-get-published-help-rotary

児童作⽂コンテストの受賞者となった⽣徒
（バージン諸島） 


