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2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

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  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

第 57 巻第 23 号 通巻第 2719 号 

第 2726 回 例会 

2016 年（平成 28 年）2 月 23 日 
12：30 点鍾 於：東金商工会館 4F 例会場 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

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・点鐘 

小林 信雄 会長エレクト 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治 幹事 

和食かしま 

小林 信雄 会長エレクト 

並木 孝治 幹事 

 

小久保 良行 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長エレクト 

 

2 月『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

Peace and Conflict Prevention/Resolution Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 春一番の後は急に寒くなるというのはその通

りです。この寒さ、私は骨身にしみます。さて

おき、地区大会への大勢の参加ご苦労様でした。

年度ごとにガバナーは自分の考えでおやりにな

ります。今年は能率にとんとんと運びましたが、

ロータリアンの共感を得たかどうかは疑問が残

りました。わが東金 RC では、長年クラブにご

尽力くださった高山会員が表彰の栄誉を受けま

した。伝統的な東金 RC を支え、話は大きくな

りますが、世界を支えるような厳しい言葉を

我々に投げかけてくれる。東金 RC に対する情

熱、厳しいまなざしが結果として我々を支えて

くれているわけです。とてもうれしい表彰です。

それに加えて、宇佐見前ガバナーより「会長賞」

も届いております。後ほど授与式を行います。 

 ロータリークラブでの例会では、自分が素っ

裸になってあたっていかなければ相手もそうし

てくれない。裸になれば、相手も相交して信頼

をしてくれる。それが人生の第一歩のような気

がします。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 八日市場 RC より週報が届いております。 

 和光ロータリー用品の案内が届いておりま

す。 

 千葉の里山新聞が届いております。回覧し

ます。 

 

委員会報告 

 
髙橋邦夫 国際奉仕委員長 

 国際奉仕委員会です。 

 2 月 6 日朝、台湾南部で大地震が起き災害が

発生しました。義援金を贈ることについてガバ

ナー事務所より連絡がありました。対応につい

ては各クラブに任せるとのことです。当クラブ

でも台湾には東日本大震災の時には大変お世話

になりましたので、義捐金 BOX を回しました。 

第 2724 回 例会の記録 ＜2 月 16 日＞ 
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 第六分区の中に茂原 RC が毎年台湾と交流を

しておりますので、茂原 RC を通じて義捐金を

送りたいと思います。趣旨を汲んでいただき、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

表 彰 

 
RI 会長賞 髙橋 邦夫 前会長 

 

 
長寿ロータリアン表彰 高山 友二 会員 

 表彰状ありがとうございます。 

 私は昨年、米寿のお祝いを頂きました。ある

人に「米寿っておめでたいものなんですかね？」

と聞きましたが、その人から返事は帰ってきま

せんでした。私もいままで「あの人は米寿だ」

となるとお祝いを上げたり、一緒に一杯飲んだ

りして祝っていましたが、自分が 88 歳になっ

たとたん「俺は残りが少なくなったんだな」と

いう考えになり、米寿は果たしておめでたいの

かな？と考えてみました。私は目下のところ答

えが出ておりませんが、還暦ならばもう一回り、

となりますが、88 だと次は 90 だな、と。90 と

いうことを考えると、あと何日もないのかな？

夢や希望というか、身の回りをきれいにして片

づけて、いつでも行かれるように、という普段

と違った形に感じました。皆さん方が 90 にな

った時、どうなんだろうな？私は修行が足りな

いのかな？とも考えました。これからもよろし

くご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、感謝の気持

ちに代えさせていただきます。 

 

卓 話 

 
古川 秀夫 会員 

 卓話の時間を頂きありがとうございます。20

分足らずですが、よろしくお願いいたします。 

 商工会議所の活動につきましては、普段より

お世話になりましてありがとうございます。  

 私は商売を始めようと思った頃、『週刊文春』

の経済記事に興味を持ち、当時から経団連、日

経連、経済同友会、日本商工会議所の 4 つの団

体の企業を好きでよく読んでいました。 大企

業を代表して経団連、中小企業を代表して商工

会議所があります。 
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 私が何年か会議所の仕事に携わるようになっ

て感じたことは、行政との連携がどうなのか？

それが非常に重要なのかな？とあるとき気が付

きました。会議所は何をやっているところか、

だんだんわかってきたことは「地域の経済活動

の中で最も中心的な役割をしなければならない」

団体だ、ということです。 

行政、あるいは議会との連携は、東金商工会

議所はどうしているのか。本来、連携をしてこ

の地域の経済に関する情報交換をしなければな

らないと感じています。商工会議所が行政に対

して提言できるような組織になりたいと考えて

おり、昨年の 12 月平成 28 年度東金市行政施策

に対する要望として 9 項目にわたって東金市長

あてに提出しました。2 月に回答が返ってきま

した。今日はそれに触れたいと思います。 

 
1. 「東金市まち・ひと・しごと創生（九十九

里地域広域連携）」プランの実現 

2. 民間導入による子育て支援の充実 

3. 東金市中小企業退職金共済加入促進補助金

について、補助金の増額と期間の延長 

4. 東金市住宅リフォーム補助金制度の充実 

5. バスターミナル及びパークアイランド等の

検討 

6. 東金の玄関口、東口交差点から市役所にか

けての地域は九十九里地域の中心としてふ

さわしいランドマークの建設 

7. 幅が狭いなどの問題がある JR 東金線踏切

周辺の整備 

8. 企業創業支援のためのセミナー開催、窓口

充実 

9. 東金駅西口の活性化への支援 

 

 
WizU2016年 1月号 

 

手を差し伸べられることを待つのではなく、産

業界はこのようなメッセージを常に行政に対し

て送り続けなければなりません。これをやるの

が商工会議所の大きな役割だと思っております。 

 
 

 
台湾震災義援金 17,100 円 

 

ニコニコ BOX 
●ご奉仕        小林信雄 会員 
●卓話の時間を頂き、有賀とうございまし
た。          古川秀夫 会員 

出席率  2月 16日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 94.44％ 1,953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 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 
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