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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 22 号 通巻第 2673 号 

第 2673 回例会 

２０１４年（平成 26 年）12 月 13 日 

11:00～13:00 みのりの郷東金 レストランとっチーノ 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
東金ロータリークラブ・東金国際交流協会 共催 

東金国際交流パーティ 
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◆お客様紹介 

 

東金ビューロータリークラブから会長の安藤様、

幹事の前嶋様です。 

  

◆会長挨拶 
髙橋邦夫 会長 

 

12 月は家族月間です。明るく楽しくロータリー活

動を行えるのも家族の協力あってこそ。欧米でホリ

デーシーズンと呼ばれる時期を迎えて、家族の存

在を改めて確認したいと思います。 

ロータリー年度前半の区切りを迎え、後ほどの総

会を経て次年度の準備がスタートします。当年度と

しては、前期の活動のクライマックスとして、国際奉

仕委員会で準備にあたってきたロータリーデー行

事であります「東金国際交流パーティ」を間近に控

えています。大学生、高校生、中学生多数をお招

きしての国際交流行事です。会員各位のご協力の

もと、共催の東金国際交流協会の皆様と手を取り

合い、青少年の国際親善のために有意義な行事

になりますようよろしくお願いします。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 12 月 13 日（土）はロータリーデーとして東

金国際交流協会との交流パーティを実施

いたします。開始午前 11 時からです。みの

りの郷東金レストランとっチーノにお集まりく

ださい。 

 12月 16日（火）は移動例会とさせていただ

きます。午後 6 時点鍾で志津本にて行いま

す。会費は 6,000円です。 

 1 月 13 日（火）は、理事会・東金ビューロー

タリークラブとの合同新年例会です。理事

会は午後 5時から、合同新年会は午後 6時

点鍾で、八鶴亭にて行います。 

 1 月 20 日（火）九十九里ヴィラそとぼうにて

IMが行われます。 

 国際ロータリー2790地区大会のお知らせが

来ております。2月 22日アパホテル・リゾー

ト東京ベイ幕張です。 

 1 月 20 日、2 月 22 日はバスでご一緒に行

きたいと思います。集合場所、時間等につ

きましては再度ご案内を申し上げます。 

 2月 22日地区大会につきましては、長寿ロ

ータリーの表彰といたしまして、高山会員を

推薦させていただきます。 

第２６７２回例会の記録 ＜１２月２日＞ 
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 規定審議会提出案件について。木更津東

ロータリークラブから「ガバナーノミニーの推

薦規定につきましての改正提案。今回指名

されました関係で、その方が病気等で辞退

され、その後再度の選出につきましての手

順が規定の簡素化を図り、2 か月間の短縮

を設けることができる」ということです。千葉

ロータリークラブからは、「ロータリーのロゴ、

旧来のマークにつきまして、ロイヤルブルー

のロゴマークを使ってもよいのではないか」

というものです。もう一つは「従来のロータリ

ーのローマ字と歯車のロゴですが、ローマ

字表記の箇所についてはカタカナ表記を

使用しても良いのではないか？」という 2 つ

の提案が上がっております。理事会で審議

し、この 3件につきましてはすべて承認いた

しまして、地区へ報告をさせていただきます。 

 城西国際大学からシニア・ウェルネス大学

学生募集につきまして、後援依頼が来てお

ります。2014 年度は東金市、山武市、大網

白里市、九十九里町、山武市医師会、東金

商工会議所、東金ロータリークラブ、東金ビ

ューロータリークラブの後援を得ております。

次年度も同様に後援を承諾いたしましたの

でご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お客様挨拶 

 
皆さまこんにちは。 

本日はビューロータリークラブ 15 周年のご案内

に参りました。 

来年の2月5日（木）に15周年式典を行います。

式典会場は最福寺、その後祝賀会を八鶴亭で開

催いたします。 

皆さま多数のご出席をお願いいたします。 

 

◆結婚祝・お誕生祝 

 
結婚祝 高山友二会員 

 
 

 
誕生祝 安藤正義会員、小久保良行会員 
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◆2014-15 年次総会 

 
高橋邦夫会長 

次年度の役員構成の中で、次々年度の会長候

補（ノミニー）について指名委員会から提案いただ

きます。 

 
並木孝治 次年度幹事 

みなさまこんにちは。今年度の会長・幹事、次年

度の会長・幹事で指名委員会を開きました。次々

年度の会長に小林信雄会員を指名させていただ

きました。小林信雄会員が快く引きくけてくださいま

したので発表いたします。ありがとうございました。 

（異議なし） 

 
小林信雄 次年度会長ノミニー 

このたびは、国際ロータリー第 2790地区第六分

区東金ロータリークラブ 2016-17 年度会長にご指

名を頂きまして、本当に光栄に存じます。 

行った道を帰る、というようなことになりましたが、

できるだけ新しい道を探り、辿ってみたいと思いま

す。 

一般企業ですと、物的組織としては建物・備品・

器具その他ございます。それと同時に社長が誰で

専務が誰でというような人的組織がございます。ロ

ータリーの場合には物的組織は持たず、人的組織

だけでございます。これをできるだけ守る形で進め

てまいりたいと思っております。 

なお、東金ロータリークラブとしての組織と国際

的な組織体がございます。特に国際的な側面に目

を向けていただきたいと思っております。 

今朝の新聞によりますと、ガバナー月信にもござ

いましたが、ポリオ撲滅の国際的な活動が危うくな

ってきたと思われます。パキスタンでの反政府勢力

がポリオ撲滅の弊害になっている。国際的に小児

麻痺が伝播している、という記事がございました。こ

の辺ももう少し力を入れていくのだろうと思われま

す。その他、我々のクラブとしても出来るだけ広い

視野で活動を進めて参りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

◆クラブ協議会（前期活動報告） 

高橋邦夫会長 

7月から 5か月終わったところです。本当に会員

の皆様にご協力を戴いて、やっと落ち着いてまいり

ました。また、小久保幹事、事務局にも支えていた

だき、日常的に 3 人の中でメールが飛び交ってい

ます。 
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何とかご迷惑をかけない運営になりつつあると思

います。ここはもっとこうしたらよい、こうあるべきで

はないか、ということを忌憚なくお話を頂いて、そう

いったことを取り入れながら今後の運営に活かして

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

会員増強につきまして、渋谷会員、澤村会員お

二人の入会を頂き、年度当初目標を達成できてお

りますが、より東金ロータリークラブを活性化するた

めにも、ロータリーに入って、より世界のため、地域

のために活躍できる方をお誘いしなければいけな

いと思っておりますので、皆様からご紹介を頂けれ

ばありがたいと思っております。 

12月 13日のロータリー行事はこの年度が始まる

前から国際交流パーティを合同で実施しようと考え

ていたことがやっと実現する運びとなるものです。

東金の交換留学生を東金ロータリークラブではたく

さん預かって、こちらからも海外に送り出してきまし

た。そういった方々が国際交流の基礎を築き、現

在日本がグローバル化する中で地位を占める原動

力になったと思っております。東金は国際交流に

力を入れてきました。今後も国際交流・国際親善に

努めていきたい、という思いで国際交流パーティを

実施します。来年以降も同様の形で行事を続けて

いけたらと思っております。 

今回は国際交流協会の方々の人手に大きく依

存しています。東金ロータリークラブとしては費用

の補助と、ロータリーデー行事なので、記念品のボ

ールペンを作成しました。大学生の留学生たち、

山武郡市内の 8つの高等学校すべてに声をかけ、

東金市内の 4 つの中学校に声をかけました。中高

生、大学生たちにロータリーのマークの入ったペン

を配って、こういう組織があるんだなぁ、こういう大人

たちがパーティを開いてくれて、地域のために貢献

してくれているんだなぁ、と知ってもらう、という趣旨

です。 

次年度の体制については、会長をお引き受けを

する時からエレクトとして鈴木康道会員にご協力を

頂けるというお話でしたので、鈴木会員にはいろい

ろな面で支えていただいております。16 日は、今

後東金ロータリークラブはこうしていくとよい、という

お話を皆さんとお話しできたらと思っております。

お互いに胸襟を開いて語り合えたらと思っておりま

す。 

1 月から後半の 6 か月が始まりますが、よろしく

お願いいたします。各委員会の活動についても、

残りの半年、それぞれの委員会の内容の意義が深

まるよう、当初の計画が達成できるように、と図って

いただければと思います。 

 

古川秀夫クラブ奉仕委員長 

みなさまこんにちは。 

塚瀬会員が東金市国際交流協会の会長を務め

ていらっしゃるということで、13 日のみのりの郷での

国際交流を兼ねた移動例会が実現しました。東金

ロータリークラブとしていいきっかけになると思いま

す。 

東金ロータリークラブが周りに目を向け、どんな

活動をしているか気を付けてみているだけでいろ

いろなつながりがあるわけです。 

どんな方がどんな活動をしているか、いろんなボ

ランティア活動をしている人がいます。東金商工会

議所でも、そういう人たちと、街づくり、地域づくりは

どんどん広がっていくと、吹野専務と一緒にいろい

ろなところに顔を出したり、きっかけを作っています。 

塚瀬会員にとっても、東金国際交流協会の活動

を東金ロータリークラブと一緒に活動できることが

大きなステップになると思います。加えて、中高生

まで出席するとのこと、まさに国際交流です。 

私は東金商工会議所の会頭になってすぐ、教育

長と会いました。教育とは、大きな関連があります。

なぜなら、将来、産業界に入ってくる人たちは今の

子供たち。いずれこの地域のリーダーになっていく

人たちです。子どもたちをこう育ててほしい、とか、
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学校でどんな問題があるのか、地域で応援しよう、

というお話をしました。どんな業界のどんな人とも交

流をもって街づくり、地域づくり、人づくりができま

す。 

そういう意味で、自分の持っている仲間、親戚、

いろんな活動をしている人たちがいますから、もっ

ともっとそういう人たちと話をしてきっかけを作って、

それぞれの立場でこの地域を考えていくと、自分

の商売にもつながりますし、東金ロータリークラブの

活動につながります。 

どんな時でもチャンス、不景気もチャンスと思っ

ております。ロータリークラブもお互いに胸襟を開

いて話をすれば、まだまだ埋もれた人材、もっとも

っとロータリーに入っていただいて活動できる人た

ちがいると思いますので、今回のことをきっかけに

大いに活動をしていきましょう。 

 

塚瀬一夫 国際奉仕委員長 

みなさんこんにちは。 

東金ロータリークラブの多大なる配慮により、東

金ロータリークラブと東金国際交流協会の共催で

の「国際交流パーティ」が実施できることを、大変あ

りがたく思っております。 

世の中を広く知る、ということは必要ですし、子ど

もたちに早いうちに国際感覚を身につけさせるとい

うことは大切です。 

高橋会長からは以前よりご提案を頂いており、中

学生から国際感覚を養っていかなければいけない、

とご教示を頂いておりました。 

これが今回叶い、市内の 4 つの中学校からの参

加が予定されております。そして、城西国際大学さ

ん、高橋会長のご配慮のもと、山武郡内の高校、

県立農業大学校からも出席いただけることになりま

した。大変うれしく思っており、今後についても大き

な期待をしております。今後とも、皆様のご指導、

ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●誕生祝をいただきました。 

安藤 正義 会員

●11 月 29 日、青山店をリニューアルオープ

ンしました。       菅原 實 会員

●お誕生祝いを頂きました。 

小久保 良行 会員

●ご奉仕        古川 秀夫 会員

●結婚記念（61 回）のお祝有りがとうござい

ました。        高山 友二 会員

出席率  12 月 2日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

23名 17名 73.9％ 2,355 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 


