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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 27 号 通巻第 2677 号 

第 2677 回 例会 

2015 年（平成 27 年）1 月 27 日 

12:30 点鍾 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 

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 

和食「かしま」 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

公益財団法人 東金文化・スポーツ振興財団 

理事長 木村 卓 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆ホストクラブ会長挨拶 

 
大多喜ロータリークラブ 渡辺多美子会長 

本日は 2014-15 年度国際ロータリー２７９０地区

第六分区インターシティー・ミーティングをおこない

ます。多数の方のご出席を頂き、誠にありがとうご

ざいます。 

今年度のインターシティー・ミーティングのテー

マは「職業奉仕とビジネスについて考える」です。

講師に諏訪ガバナー補佐のご友人であります森健

彦様にお願いしました。 

いろいろと不行き届きな点が多々あると思います

が、一生懸命少ない人数でやってきました。ご協力

のほどよろしくお願いいたします。このインターシテ

ィー・ミーティングが有意義に終了することを願って

挨拶といたします。 

 

 

 

◆ガバナー補佐挨拶 

 
国際ロータリー第２７９０地区第六分区  

諏訪武士 ガバナー補佐 

 

皆さんこんにちは。 

本日は楽しくこの時間を過ごしていただければ

幸いです。 

今年度は情報研究会がございませんでしたので、

この IM が唯一顔を合わせる機会でした。ここをも

って勉強としたいと思います。 

また、皆様にご苦労おかけした点ですが、例年２

月にこの IMが行われております。ほぼ半月前倒し

し、１月に開催をさせていただきお詫びを申し上げ

ます。これは、宇佐見ガバナーより公式訪問の際

に各クラブにご連絡があった通り、２月に地区大会

を行うという点から、それまでの間に IMを実施せよ

という言明がありました。現在地区内で IMを行って

いない分区は本日行っている第六分区を除くと一

分区のみです。それ以外の分区は昨年中に実施

をされております。地区ガバナー補佐会議でも、次

年度との引継ぎの件はどうするのか、という話が出

てまいりましたが、この２月前にできればという点に

つきましては、どうしてもというガバナーからの強い

要望でしたので、このように１月、次年度の役員が

決まって皆様にご案内ができるぎりぎりの時期とな

っております。次年度も２月に地区大会を行うという

ことですので、また次年度の補佐にはご苦労をお

かけするのだろうと思っております。 

第２６７６回 第六分区インターシティー・ミーティングの記録 

＜１月２０日＞ ヴィラそとぼう １４:００点鍾 
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本日は１３０名を超える皆様がお集まりいただき

ました。事前のご案内では１４０名というお話を伺っ

ております。６０％の皆様にご参加いただき大変あ

りがたく思っております。心より御礼申し上げます。 

今回の IM のテーマでございますが、プログラム

にございますとおり「職業奉仕とビジネスについ

て考える」というお話です。 

プログラムの右側にございますが、皆様はどうお

考えでしょうか。ロータリーの哲学、理念というもの

は私以上に詳しい方々が多々おられることは承知

でございます。いままでロータリーの方と接して思

ったことは、この価値観がロータリアンを縛っていな

いだろうかと思っております。実際のところ、ロータ

リーとロータリーの社会奉仕、さまざまな形のボラン

ティアとの差は何か？ 職業奉仕と一般の職業理

念や経営哲学の差は何か？その違いを小学生や

中学生にわかるように、ひところで説明ができます

か？ロータリーを理解してもらおうということは、そう

いうことだと思っております。それを理解するために

は各業界、世界において専門用語が存在しますが、

ロータリーが職業奉仕とか超我の奉仕というのが専

門用語として使っているのでしょうか？新入会員が

入った時、ロータリー以外の方々が理解できるでし

ょうか？その点をよく考えなければならない。我々

の価値観を一般が理解できる言葉で伝えなければ

ならない。 

一般の社会の中で別の思想や考え方を持って

おられる方を講師としてお招きし、知識や教養をも

っともっと広げていく。外の考え方、ロータリーの価

値観というものを考えていこう、その中でどのように

融合し、専門性を高めていくか。 

ロータリーを円熟した成長期に戻すために、一

般の社会とロータリーをどうつないでいくかを皆さま

方に考えていただきたい。そのような勉強会を行い

たい、というテーマでこのようなテーマの IM を実施

します。 

 

 

 

 

 

◆講演 

 

美術プロデューサー 森健彦氏 

 

◆パストガバナー補佐挨拶 

 
パストガバナー補佐 土屋利夫様 

 

◆次期ガバナー補佐挨拶 

 
次期ガバナー補佐 土屋俊夫 様 
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◆次期役員紹介 

 

 

◆懇親会 

 

乾杯 次期ガバナー補佐 土屋俊夫様 

 

 

会場内和気あいあいの様子 

 

 

Yassa Comachi の皆さんのアトラクション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  1 月 20日 
会員数 出席率 

23名 100.0％ 

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 

「Miles to End Polio」を通じて 900 万
ドルを寄付 
 
昨年 11 月 22 日に米国アリゾナ州で行われた 104 マ
イル（約 167 キロ）の自転車レースに、ジョン・ヒュー
コ事務総長と 6 名のロータリー職員が参加し、ポリオ撲
滅のために 900万ドルを集めました（900 万ドルにはゲ
イツ財団からの上乗せ寄付が含まれます）。この募金キャ
ンペーン「Miles to End Polio」では、ほか 100 名のロ
ータリー会員も自転車レースに参加しました。 


