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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 12 号 通巻第 2663 号 

第 2663 回例会 

２０１４年（平成 26 年）9 月 30 日 

12:30 点鍾 東金商工会議所 4階 例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

開会宣言・点鐘 

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 

幹事報告 

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 

髙橋邦夫会長 

幹事 

安藤正義会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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国歌・ロータリーソング斉唱、４つのテスト唱和 
 

◆会長挨拶 

高橋 邦夫 会長 

 

本日は創立 55 周年記念例会にあたり、日頃お

世話になっております東金市長志賀直温様、第６

分区ガバナー補佐諏訪武士様、東金ビューロータ

リークラブの皆さま、そしてご家族の皆さま多数の

御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

東金ロータリークラブは、昭和34年 9月 15日に

県内11番目のクラブとして創立されました。創立に

尽力いただいたチャーターメンバーには、初代東

金市長の能勢剛氏をはじめ東金の各界を代表す

る方々が名を連ね、翌年の東金商工会議所設立

の母体にもなったと聞いております。国際組織の地

域支部ということで運営には困難もあったことと思

いますが、これまでに至る歴代の会長・幹事の皆さ

まのご苦労に深く御礼を申し上げます。 

また、本日の家族会につきましては、新千葉カン

トリー倶楽部の皆さんや、親睦活動委員会の皆さ

んの、たいへんなお骨折りをいただきました。厚く

御礼申し上げます。 

日本のロータリーの祖である米山梅吉は「空に

輝く星は、空の詩であり歌であります。そしてご婦

人は人生の詩であり歌であります。」と語ったそうで

す。ロータリアンが充実した奉仕活動を展開できる

のは、家族の支えがあってこそ。いつもありがとうご

ざいます。また、ご来賓各位にも平素から様々にお

支えいただいております。これまでのご支援に感謝

申し上げますとともに、東金ロータリークラブの未来

のために、今後もお力添えをいただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

 

◆東金市体育協会大会旗目録贈呈 

 

志賀直温東金市長へ東金市体育協会の大会旗目録
をお渡ししました。 

  

第２６６２回創立５５周年記念例会の記録 ＜９月１６日＞ 
会場：新千葉カントリークラブ あさぎりレストハウス 
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◆夫人の会 会長挨拶 

 

東金ロータリークラブ夫人の会会長大坪紘子様 
 

◆来賓挨拶 

 

東金市長 志賀直温様 
 

 

２０１４年度第6分区ガバナー補佐 諏訪武士様 
皆さま、こんにちは。 

 2014-2015年度第6分区ガバナー補佐を仰せ

つかりました、大多喜 RC の諏訪でございます。新

年度が始まり、各クラブをご訪問させていただいて

おります。今年度 1 年間どうぞよろしくお願いいた

します。 

さて、私の訪問の目的は G 公式訪問前の各クラ

ブの状況の把握と、RI や地区の方針の周知でござ

います。各クラブの皆様には RI また地区のテーマ

や方針をご理解いただき、地域とそれぞれのクラブ

またロータリアン一人一人の発展のためご協力を

いただければと思うところです。 

本年度 RI 会長ゲイリー・C・K・ホアン氏のテーマ

はご存知の通り「ロータリーに輝きを」となっており

ます。氏が RI では財団の活動に大きな成果を刻ま

れてきたこと、国際競技会では参加されたガバナ

ーエレクトの皆さんから、過去例をみない寄付を集

められたとか、また、社会に対してロータリー活動を

広めることに主眼を置いた、ロータリーデーの開催

を呼びかけられていることなどから見ても、ロータリ

ーをより地域社会・国際社会に広く認知させ、その

財力基盤と影響力の増大を希望されていることは

明らかかと存じます。 

一方当地区2014-2015年度のテーマは「原点回

帰」であります。 

実は、この原点がどこにあるのか？との前年度

中に当時の地区委員の方から質問をお受けしまし

た。 

ロータリーの原点といえばポール・ハリスや創設

メンバーの理念とか、その後国際組織化した時代

のスタンスかというところなのかもしれませんが、昨

年よりガバナー補佐エレクトとして幾度となく会話を

交わし、方針を伺ってきた私にとって、宇佐美ガバ

ナーの原点は 1 世紀前のロータリーにおかれては

いないと思っております。 

当初宇佐美ガバナーは「原点回帰」とは言わず

に、「ロータリーの復権」といっておいででした。そ

んなガバナーのロータリーの原点はロータリー設立

より、もう少し近代に身近なところにあったようです。

宇佐美ガバナーに「ロータリーは魔法の杖」と感動

を与えたのはロータリアンであった彼のご尊父とそ

の友人たちであり、彼のロータリーの原点はそのあ

たりにあろうかと推察いたします。 
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さてその時代のロータリアンがどのような人々で

あったのか、近代ロータリアン諸先輩の思想や偉

業を学ぶのもまた現在の地区や各クラブがそれぞ

れに抱える諸問題を解決する糸口としてはいいの

かもしれないと思います。 

私としましては、この「原点回帰」という地区テー

マが各ロータリークラブが、またロータリアン一人一

人がそうした思いを寄せるべき原点を振り返ってみ

る、あるいは今一度探求してみるという思索の年度

になればと思うのです。 

一様に 100 年以上前の事象を学ぶだけではな

く、個々のロータリアンがそれぞれの原点を思い起

こす 1 年であれと希求いたしまして、私のご挨拶と

させていただきます。 

 

 

東金ビューロータリークラブ会長 安藤泰健 様 
 

◆幹事報告 

 

小久保良行 幹事 
 

 

◆アトラクションのご紹介 

 

鈴木康道 会長エレクト 
 

◆乾杯 

 

高山友二会員 
 

 

 

 

懇親会 
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◆創立記念ゴルフ大会 表彰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１位 石橋清孝（東金ビューRC） 
２位 安藤泰健（東金ビューRC） 
３位 小久保良行（東金RC） 
４位 高橋邦夫（東金RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
いつの時代にも、大小さまざまな規模のロータリークラブが、和気あいあいと活動に参加しています。写
真左は、1970 年にウィリアム・ウォークRI 会長がバミューダのクラブ例会を訪問した際、手を取り合っ
て「蛍の光」を歌う様子。クラブが毎週開く例会は今も大切なクラブ活動の一つ。写真右は、2014 年に米
国ウィスコンシン州のミルウォーキー・ロータリークラブで会員が新しいプロジェクトについて話し合う
様子です。 
 
 
 

いつの時代にも、大小さまざまな規模のロータリークラブが、和気あいあいと活動に参加しています。
写真左は、1970 年にウィリアム・ウォークRI 会長がバミューダのクラブ例会を訪問した際、手を取り合
って「蛍の光」を歌う様子。クラブが毎週開く例会は今も大切なクラブ活動の一つ。写真右は、2014 年に
米国ウィスコンシン州のミルウォーキー・ロータリークラブで会員が新しいプロジェクトについて話し合
う様子です。 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/photo-essay-rotary-past-and-present
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◆シャンソン

 
井関真人氏（シャンソン歌手） 

 

 

 

ロータリーソング「手に手つないで」 

◆落語 

 

春風亭勢朝氏（落語家） 

 

 

 

出席率  9 月 16日 

会員数 出席者 出席率 

22名 22名 100％

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 


