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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 23 号 通巻第 2674 号 

第 2674 回例会 

２０１４年（平成 26 年）12 月 16 日 

18:00 点鍾 志津本 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

開会宣言・点鍾 

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

閉会宣言と点鍾 

懇親会 

髙橋邦夫会長 

「手に手つないで」 

小久保良行幹事 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

髙橋邦夫会長 
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◆会長挨拶 

髙橋邦夫 会長 

 

2014 年東金国際交流パーティーにご参加をい

ただき誠にありがとうございます。国際ロータリーの

地域支部を代表して、一言ご挨拶を申し上げます。 

 

本日の国際交流行事の開催にあたり、ご尽力を

いただきました東金国際交流協会の皆さま、多大

なご協力をいただきました東金市、東金市教育委

員会、中学校、高等学校ならびに城西国際大学の

皆さま、会場をご提供いただきましたみのりの郷の

皆さまに厚く感謝を申し上げます。 

 

東金ロータリークラブは 1959年に設立して 55周

年になりますが、この間、海外のロータリークラブと

協力して青少年交換留学事業や国際奨学金によ

る支援事業などを展開してきました。国際交流の体

験を通じて相互の理解と友情を築くことは、人類の

平和と調和の発展に繋がる大きな意義があります。 

 

今日は、青年の心を持つ大人たちも一緒に、国

境を越え、世代の境界を越えて、相互の交流を楽

しみましょう。ここで生まれる友情が、明日の世界を

より良いものに変えてくれることを期待しています。 

 

  

 

Thank you for attending the International Party of 

Togane. On behalf of the local branch of the Rotary 

International, I would like to express my sincere 

gratitude to the members of Togane International 

Friendship Association, Togane city, board of 

education, junior and senior high schools, Josai 

International University and the staffs of the Minori-

no-Sato for their cooperation. 

 

Togane Rotary Club had established in 1959 and 

have been supporting International Student 

Exchange and Scholarships. 

 

International understanding and friendship bring 

the progress of peace and harmony for mankind. 

 

Today, let us enjoy the communication beyond the 

border of nations and beyond the border of 

generations. I hope our friendship will change the 

world better. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６７３回例会の記録 ＜１２月１３日＞ 
東金国際交流パーティー  

東金ロータリークラブ 東金国際交流協会 共催 
於：みのりの郷東金 レストラン とっチーノ 
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会場︓みのりの郷東金 レストランとっチーノ 

ロータリーデーの旗がはためいています。 

 

 

東金国際交流協会 会長である、塚瀬一夫会員の挨

拶 

 

 

原島和雄会員による「Mr. KAZUマジックショー」 

 

多くの人でにぎわう会場内で、自由にいろいろな人

と気さくに会話ができる雰囲気が作られていました。 

 

 

Mr. KAZU のマジックショーを食い入るように見る

観客。東金ロータリークラブのメンバーも何度見て

も釘づけになってしまうようです。 

 

お琴の演奏。 
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自慢の美声を響かせる鈴木康道会員。 

 

 

「NHKのど自慢」に出場し、見事合格をした「あり

っぱ」のお二人。 

 

 
土肥豊さんの素晴らしいギター演奏もありました。 

 

城西国際大学韓国人留学生による歌の疲労もありま

した。民族楽器の伴奏による「アリラン」は圧巻でし

た。 

 

 

素晴らしい国際交流パーティーとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  12 月 13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 


