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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 86号 通巻第 2686号 

第 2686回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）4 月 14 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 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生祝・結婚祝 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

髙橋邦夫会長 

「われらの生業」 

小久保良行幹事 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

 

平間陸生会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆会長挨拶 

 
東金 RC 髙橋 邦夫会長 

 

本日は、八鶴湖畔の夜桜に合わせた合同例会

です。成田空港南ロータリークラブの皆さん、ようこ

そおいでくださいました。 

東金と成田空港南は隣接したクラブでありながら、

以前は分区が分かれていました。土屋ガバナーの

時に、両クラブから同じ分区になりたいとお願いを

し、分区の再編成を経て、現在は同じ第 6 分区に

所属しています。インターシティー・ミーティングで

も顔を合わせますが、年に一度のこの合同例会は、

一緒に親しく語り合える機会であります。 

ポール・ハリスの自叙伝「ロータリーの道」の一節

を紹介します。「ロータリーの集会は新密度が濃く、

友情にあふれていました。会員は会場の入口で肩

書きを外し、皆元の少年に戻るのです」肩の凝らな

い、仲の良い親善関係は、ロータリーの重要な要

素でした。さらに、ポール・ハリスは、ヘンリー・ブラ

ットン卿の言葉を引用しています。「ロータリーが会

員を進歩発展させていく方法の一つは、人間の心

に少年時代の心を残すことです。善良な人の心の

中には、少年時代のことが焼き付いています。少

年時代には、人生を見る目は素晴らしいもので、

清らかな目で、偏見はなく、寛容で、熱意と友情に

溢れています。少年の心を失ったと言われることは

悲しいことです。人間は、心を明るくして、友達の

良い点を見習っていきさえすれば、老化現象は起

きません。ロータリーは少年時代の心を忘れずに、

発展向上を目指す会員に、激励と援助を与える団

体です。」 

春の夕べに、名残の桜を愛でつつ、少年・少女

時代の心で、この素晴らしいひとときを楽しみたい

と思います。 

 

 

 

成田空港南 RC 行木 英夫会長 

 

みなさんこんばんは。空港南の並木です。今日は

クラブより総勢 28 名で出席させていただきました。

今日の八鶴湖の桜を楽しみにしておりました。この

八鶴亭の一番いい時期に合同例会を設定してくだ

さった東金 RC の会長・幹事、皆様の心配りに感謝

申し上げます。 

今年度も残りが見えてまいりました。4 月に入り気

が楽になりまして、このような会長・幹事交代時期

に親睦と交流を深めるために合同例会を考えてく

れた先輩たちに敬意を表したいと思いますとともに、

東金 RC と成田空港南 RC の親睦と友情が今後ま

すます深まりますよう祈念いたします。 

 

 

  

第２６８５回 例会の記録 ＜４月７日＞ １８:００点鍾 
成田空港南 RCとの合同例会 八鶴亭 
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◆次年度会長・幹事紹介 

 

東金 RC会長エレクト 鈴木 康道会員 

 

私が常々思っていることは、ロータリークラブに

入って一番得をしたのは私です。私のような男がロ

ータリーの皆さん磨かれて、ようやく皆さんの前でも

法螺がふけるようになりました。腹の中で思ってい

ることは、お互い仲良く・楽しくしようということが根

底にあります。どこへ行っても本音は「気楽に話せ

る相手が多い」ということが人生に置いて素晴らし

いことです。裏を返せば、気持ちが純粋に、青少年

と同じだ、ということです。 

今日は大勢の成田空港南 RC の皆さんにおい

でいただき、東金は圧倒されておりますが、やがて

成田を追い抜く気持ちで頑張りますのでよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田空港南 RC会長エレクト 伊藤元雄会員 

 

本日はこのような場所で桜を見ながら皆さんと親

睦を深められるという企画を作っていただきまして

本当にありがとうございます。 

私もロータリークラブに入りまして 8 年が過ぎよう

としております。次年度会長ですが、年齢としては

当クラブのメンバーの中では真ん中より下の方と思

っておりますが、もっと若い会員が増えてもっともっ

と楽しい会になっていければと日頃思っております。 

ゴルフはできませんが、お酒はできます。今夜は

本当に楽しんで皆さんの本音を聞きながら過ごし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

◆次年度ガバナー補佐紹介 

 

次年度第六分区ガバナー補佐 土屋 俊夫会員 

 

みなさんこんばんは。ガバナー補佐の重責を賜

った土屋です。 

2015年 6月 10日家族会 行程 
四季劇場 夏 リトルマーメード（13:30開演） 

 

9:30  出発(東金商工会館 駐車場) 

11:15   昼食 

(第一ホテル東京シーフォート)  

13:00  四季劇場 

16:15  発 

17:30  懇親会 

(割烹旅館玉川 船橋市) 

20:30  到着(東金商工会館) 
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今日はゴルフもなのですが、古川さん、岡本さん

ありがとうございました。バンカーさえなければ本当

に楽しい一日でした。 

ガバナー補佐に関する会議もすでに 6 回やって

おります。地区の話はいっぱいあります。分区の話

はあまりないのです。 

このような東金 RC との懇親のようなものが少な

いのかな？と思います。第六分区は 230人くらいい

るのですが、会員同士がクラブを超えて個々に知り

合い、密着度を上げたほうがよいと最近感じていま

す。できれば 4 月からみんなが知り合う機会が持て

れば、と感じています。ぜひ今後もそのようなアイ

ディアなどご提案いただきながらご協力をお願い

いたします。 

みんな知り合いになって和気あいあいとやって

いければと考えています。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

次年度ガバナー補佐幹事 古西 弘和会員 

 

次年度ガバナー補佐幹事を仰せつかっておりま

す古西と申します。当クラブにおいて諸先輩方から、

「ガバナー補佐幹事であるので、ガバナー補佐より

目立ってはだめだ」と言われております。補佐幹事

でありますのでかばん持ちであります。次年度ガバ

ナー補佐第六分区の親睦を深めるということで、親

睦重視で頑張りたいと思います。次年度東金 RC

の鈴木さん、並木さん、お手柔らかにお願いします。 

東金 RC の皆様、当クラブの土屋ガバナー補佐

が出ますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  4月 7日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 36,000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 
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