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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 37 号 通巻第 2733 号 

第 2741 回 例会 

2016 年（平成 28 年）6 月 21 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 

会長挨拶 

幹事報告 

お食事 

委員会報告 

クラブ活動報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

鈴木 康道 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

とんかつみつはし 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

6 月『ロータリー親睦活動月間』 

Rotary Fellowships Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

私の年度もあっという間に余すところあと 2

回の例会になりました。会長を受けた時のあい

さつ文を見ますと、新鮮な気持ちになります。

皆さまのご協力を得て、年度を終えようとして

おります。ロータリークラブは 90 歳の人が活

躍できるよう頑張ろう、と意気込みはありまし

たが、自分の健康問題がありました。 

 先日は小林会員には国際大会にご参加いただ

きましてありがとうございました。 

 あと 2 回の例会をしっかりまとめていきたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 平間会員のお見舞いに言ってまいりまし

た。  

 

委員会報告 

 
小林 信雄 会長エレクト 

 お手元の週報の３P 右側「職業分類」ですが、

廃止提案がありました。これは否決されており

ます。「職業分類」は従来通り掲載をしてくださ

いとのことです。 

 

クラブ活動報告 

 
渋谷 章男 会員増強委員長 

 次年度は会員増強に全員で頑張りたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

第 2740 回 例会の記録 ＜6 月 14 日＞ 
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高山 友二 クラブ研修委員長 

 クラブの空気をうまく作る、ということを計

画には書きました。「益者三友、損者三友」とい

う言葉がございます。ためになる三人の友達、

付き合うと損する三人の友達。ロータリークラ

ブは真実、公平、友情、みんなのためになるか

どうかを問うています。益者三友と付き合えば、

合致するのではないかと思います。 

 

 
髙橋 邦夫 国際奉仕委員長 

 国際理解親善、世界平和推進に理解を深める

趣旨のもと、昨年度に引き続き「国際交流パー

ティ」を 12 月 13 日にみのりの郷東金で実施し

ました。高校生・大学生を中心に 133 名の参加

がありました。地域の国際交流にも役立ったと

思います。これは地区補助金を活用しましたの

で、総予算 10 万円から 5 万円分を地区補助金

を活用し実施しました。次年度も同様の名今日

で地区補助金を申請すると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 また、国際奉仕委員会については IR の世界で

の奉仕活動について会員の皆様にお伝えするこ

と、東金 RC の海外旅行の企画をすることも任

務です。海外旅行に関してはソウル国際大会へ

の参加、ということで替えさせていただきます。 

 

 
安藤 正義 ロータリー財団委員長 

 先日の卓話の際に寄付のお願いをさせていた

だきました。一人当たり年次寄付 130 ドルに協

力することになっております。 

 

 
中村 隆則 クラブ奉仕委員長 

 来期は出来るだけ皆さんとともに行動してい

きたいと思っておりますので、ご指導よろしく

お願いいたします。 
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小林 信雄 米山奨学会委員長、広報委員 

 米山奨学会では寄付を頂くこと、米山奨学生

を受け入れることなどございます。今年はござ

いませんでした。野口会員より寄付を頂いてお

ります。クラブ広報については、各委員会の活

発な活動を持って広報、と考えております。 

 東金 RC には婦人の会がありますので、連携

し活動を広げていきたと思います。また、他ク

ラブとも連携していきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 
秋葉 芳秀 会計 

 会員数をあと 3 名増やすことができるとよい

と思います。予算はほとんど全額使いきってお

ります。 

 

 
古川 秀夫 青少年奉仕委員長、社会奉仕委員 

 青少年団体活動の支援及び指導者との交流、

若い世代との交流を掲げております。「小さな親

切運動」に青少年健全育成活動として東金中央

公園と八鶴湖の清掃活動に参加し、子供たちと

交流しました。 

 

 

 

ニコニコ BOX 
●ご奉仕。  菅原 實 会員 

出席率  6月 14日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 88.88％ 1,787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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