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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 21 号 通巻第 2672 号 

第 2672 回例会 

２０１４年（平成 26 年）12 月 2 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 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

結婚祝・誕生祝 

委員会報告 

総会・クラブ協議会 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

幹事 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆お客様紹介 

 
今日は千葉県山武保健福祉センター、以前の

千葉県山武保健所というお名前だったと思います

が、センター長の鎗田和美先生をお招きしておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

◆会長挨拶 
髙橋邦夫 会長 

 

今日は、山武保健所・山武健康福祉センターの

鎗田センター長から卓話をいただきます。東金市

には東会（あずま会）というのがありまして、市長を

会長とする官公署団体長の集まりですが、毎年、

年度初めと年始の 2 回会合があります。その都度

お会いしているのですが、感染症のことなどでいろ

いろと相談に乗っていただくこともあり、たいへんお

世話になっています。地域の人びとの健康を守る

というお仕事に敬意を表します。 

 

著名なロータリアン 

 さて、ロータリアンには著名人が多数います。

ロータリーには人々を惹きつける魅力があるという

ことでしょう。 

トーマス・マン 小説家 

アルベルト・シュヴァイツァー 医師 

ジャン・シベリウス 作曲家 

ウィンストン・チャーチル イギリス首相 

マーガレット・サッチャー 

アルベール２世 ベルギー国王 

グリエルモ・マルコーニ 物理学者 

ダグラス・マッカーサー 連合軍元帥 

ルーズベルト アメリカ大統領 

トルーマン 

アイゼンハワー 

JFケネディ 

ニクソン 

フォード 

カーター 

レーガン 

ブッシュ 

ニール・アームストロング 宇宙飛行士 

アレン・シェパード 

トーマス・エジソン 発明家・GE 

カーネル・サンダース ケンタッキーフラ

ンドチキン 

ウォルト・ディズニー  

 

日本では、 

松下幸之助 伊藤忠兵衛（二代目） 

千玄室 藤山一郎 

司葉子 宝田明 

竹田恆和（JOC会長）  

 

ロータリー財団学友に、 

山崎直子 宇宙飛行士 

（旧姓角野、松戸市） 

緒方貞子 国連難民弁務官 

第２６７１回例会の記録 ＜１１月２５日＞ 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 3 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 11/25（土）「小さな親切 クリーン作戦」とし

て、東金中央公園、東金駅周辺のゴミ拾い

に参加します。12 名の参加の予定です。9

時 30分に中央公園にお集まりください。 
 
 

 

◆委員会報告 
塚瀬 一夫 国際奉仕委員長

 

国際奉仕委員会よりお願いとご案内を申し上げ

ます。お配りしたご案内がございますが、12 月 13

日（土）みのりの郷東金に於きまして「東金国際交

流協会、東金ロータリークラブ共催 国際交流パー

ティ」を開催いたします。 

当日 11時から 13時までです。ご多忙とは存じま

すが、ぜひご出席をお願いいたします。 

オープニング後のアトラクションですが、原島会

員のマジックショーをご披露いただけることになっ

 

●千葉学芸高校野球部が東総大会にて２年

連続優勝しました。   髙橋 邦夫 会員

●ご奉仕         菅原 實 会員
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ております。その他、軽音楽・琴の演奏、城西国際

大学の留学生の皆さんによるお国自慢などを予定

しております。 

 

◆卓話 

 
山武健康福祉センター 

センター長 鎗田 和美 様 

 

日頃皆さま方にはいろいろな方面でお世話にな

っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

本日、卓話ということで 3 部資料を持って参りま

した。 

平成 16 年に千葉県の組織改正があり、千葉県

山武支庁の社会福祉課と合併し、山武健康福祉

センター（山武保健所）となりました。 

 

山武健康福祉センター便り（平成 26 年 3 月発

行） 

各市町を通じて配布しております。 

所管区域は東金市、山武市、大網白里市、九十

九里市、横芝光町です。この管轄はセンターとして

いわゆる旧山武郡、3 市 3 町です。平成 25 年 12

月 1 日の統計上、人口 213,221 人ということです。

そして、中を開いていただきますと、山武健康福祉

センターのご案内がございます。５課体制となって

おります。総務企画課、地域保健福祉課、生活保

護課、健康生活支援課、監査指導課で、地域の皆

様の健康や福祉にかかる業務を行っています。相

談業務、検査業務、助成給付業務、免許等の申請、

許可登録届け出、福祉施設への指導という業務を

行っております。 

生活保護課と地域保健福祉課の助成給付の一

部、福祉の部門は管轄が町です。市であれば福祉

事務所で行われています。 

監査指導課がちょっと変わっておりまして、千葉

県としてこのような体制をとっているのですが、福祉

施設等への指導、ということで、社会福祉法人、社

会福祉施設への監査・指導。対象が、山武・長生・

夷隅地域となっております。広範囲にわたり、当セ

ンターに監査指導課が置かれ、実地指導を行って

おります。 

皆さまは、保健所というと食中毒とか犬のことなど、

最近では新型インフルエンザ等の騒ぎの時もござ

いました。昨今はエボラ熱、デング熱などあり、保

健所への印象がいろいろございますでしょう。具体

的には先ほどの５課体制の業務です。健康生活支

援課で、いわゆる食中毒、動物（犬のこと）、感染症

（結核など）を扱っています。地域保健福祉課では

健康づくり、市町の社会福祉課とともに県の事業と

して福祉の助成・給付を行っております。 

 

（資料がございますので、事務局までお申し付けく

ださい。） 

 

 

 

 

 

出席率  11 月 25日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

23名 20名 86.9％ 1,700 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 


