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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 050-3730-2559 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 93号 通巻第 2693号 

第 2693回 家族会・移動例会 

2015 年（平成 27 年）6 月 10 日 

劇団四季『リトルマーメイド』鑑賞・割烹旅館玉川 

 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

 

昼食 

 

鑑賞 

 

懇親会 

 

第一ホテル東京シーフォート 

 

劇団四季『リトルマーメイド』 

 

割烹旅館 玉川 
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◆会長挨拶 

 

東金 RC 髙橋 邦夫 会長 

 

"Light Up Rotary"を掲げたゲイリー・ホァン RI 会

長のロータリー年度も残すところ１か月となり、7 月

からの次年度に向けての準備も活発化してまいり

ました。5 月 26 日の第 2 回炉辺会議では、次年度

以降の諸企画を含め東金を元気にする方策につ

いて活発に意見交換がなされ、親しく親睦を深め

ることもできました。会議の成果を生かして各委員

会の活動計画の立案もよろしくお願いいたします。

次年度への引継ぎに万全を期しながら、さらに有

終の美を目指して最後まで頑張りたいと思います。 

2014-15 年度国際大会は 6 月 6 日～9 日ブラジ

ル・サンパウロ市で開催されます。当クラブからは

小林信雄会員が出席をされますので、信任状を託

しました。4日に出発をされるそうですが、南半球は

秋から冬に向かう時期、旅のご無事とご健勝をお

祈り申し上げます。RI からは来年度の 2016 年ソウ

ル国際大会も案内されております。2016 年 5 月 28

日～6 月 1 日韓国ソウル市で行われます。地球規

模で平和活動を展開しているロータリーの全容を

知り、国際親善と国際理解に繋がる機会となります。 

さて、かつてアメリカの作家シンクレア・ルイスと

いう人が、ロータリアンは偽善家だと批判したそうで

すが、しかしその後、英国でロータリーの活動をよ

く知り「ロータリーの実績はいわゆる社会改良家の

それよりも大きい」と語ったようです。ロータリーとい

うと、暇な紳士淑女が集まって昼食をとる集まりだと

いう批判があり、英国の劇作家バーナード・ショー

は「ロータリーよ、いずこへ行くのか？昼食へ！」と

皮肉ったとのこと。米山梅吉はこのように言ってい

ます。 

「ロータリアンの不平には 3 種ある。 

その 1 つは、倦きる、いっこうにつまらぬと言って

出席しない。これはどの団体にもあっていたし方が

無い。 

その２は、ロータリーの活動が足りない。もっと社

会的にも政治的にも口を出せと力こぶを入れる人

で、このため国際ロータリーでは国際連盟にオブ

ザーバーを出すことになった。 

その 3 は、ロータリーはどこへ行くかと悲観する

人であるが、ロータリーは見えないところに仕事が

あり、目立たないところに妙味がある」 

 目には見えなくとも、ロータリーの善意の輝きは

私たちを照らし、行動へと駆り立て、縁の下の力持

ちとして平和な世界を支えていくのだと思います。 

2002-2003 年度国際ロータリー会長のビチャイ・

ラタクル氏は、ロータリアンになる前、そこは奉仕ク

ラブなどではなく単なる昼食クラブと思っていたそう

です。そのとき、あるロータリアンから誘われ、タイ

で 2 番目のロータリークラブの創立メンバーとして

入会しました。その方が引用したバーナード・ショ

ーの言葉が心に響いたそうです。「人生は短いロウ

ソクではない。輝きを放つトーチだ。それを今この

瞬間私は握りしめており、私はこれを、次の世代に

手渡す前に、出来るだけ明るく燃やそうとしている

のだ。」このトーチが手渡され、ラタクル氏の人生を

変えてしまいました。それまでは人に与えるというこ

とには何の魅力も感じない、また、他人のことを思

いやり、他人を助けることなど全く考えない人間で

した。ところがロータリアンになって信頼できる市民

となり、人に出来るだけ多くの喜びを与えることを常

に考えるビジョンと行動力をもつ政治家となったの

第２６９２回 例会の記録 ＜６月２日＞  
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です。輝きを放つ善意のトーチを、出来るだけ明る

く燃やし続けることに大いなる喜びを持ち続けたい

と思います。 

 

◆幹事報告 

 

並木 孝治 副幹事 

 

 理事会報告（高橋会長より） 

 2015-16 東金 RC 役員について 

 東金 RC 事務局 FAX 番号をインター

ネットFAXサービスシステムに登録し、

休日でも夜でも FAX が電子メールで

受け取ることができます。今後はそちら

にお願いします。050-3730-2559 

 ネパール義捐金協力の件について、

2790 地区宇佐見ガバナーよりロータリ

ーとして送金する案内がありました。当

クラブでは先月より募金を集めておりま

すので、ガバナー事務所を通じてネパ

ールへ送金をします。 

 東金RCポスターを小久保幹事の企画

で作成しました。各事業所で掲示など

ご活用ください。 

 行事予定について、6 月 9 日（火）は

10 日の家族会・移動例会のため振替

休会です。 

 新旧役員交代・懇親会は 6 月 30 日八

鶴亭です。5 時より役員交代式、6 時よ

り懇親会です。会費はクラブ負担です。 

 7 月 30 日第 1 回インターシティー・ミー

ティング横芝光町文化会館にて午後 1

時より行われます。参加については後

ほど出欠をとりますのでご予定ください。

この週 28 日（火）の例会は振替休会に

なります。 

 9 月 15 日（火）創立記念例会を予定し

ています。 

 次年度役員について、先々週次年度会長

よりお願いをしましたが、塚瀬会員が一年

間休会をする予定のため、国際奉仕委員

長を高橋会長が次年度国際奉仕委員長を

引き受けてくださることになりました。理事に

ついては小久保幹事にお願いすることにな

りました。 

 今年度の卓話ですが、会員卓話が本日で

最後です。16 日、23 日の例会は委員会報

告です。30 日は引継ぎのため夜間例会で

す。 

 2014-15年度会長賞が高橋会長あてに来ま

した。2015-16 年度地区大会席上において

表彰されます。 

 

 

 
 

◆誕生祝 

 
岡本 秀男 会員 

 

●ご奉仕       秋葉 芳秀 会員 

●工場構内でのセールに多勢のお客様にご

来場いただきました。  菅原 實 会員 

●R.I.会長賞受賞ありがとうございます。             

髙橋 邦夫 会長 
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小林 信雄 会員 

 

◆卓話 

 

岡本 秀男 会員 

 

みなさまこんにちは。昨日誕生日で 68 歳になり

ました。昨日子どもたちからお祝いされました。 

私は室内装飾の会社を昭和 48 年に創業しまし

た。ここ 7 年くらい前から流通店舗の開発をしてき

ました。インテリアだけですと規模が小さかったの

で流通店舗を中心にしてきました。飲食関係が中

心ですが、物販ですとドラッグストアをやっています。 

インテリアでずっとやってきていて、人と人とのお

付き合いの中で商品を買っていただいていました。

今日ですと個人のお客様が若い層になり様変わり

しました。昔のお客様は一度お世話になるとリピー

ターでお世話になっていましたが、最近のお客様

はどこで買っても関係ないのですね。自由に都合

がいいから、安いからという理由で買うのです。 

昔、机の上に置く布が欲しいというお客様がいま

した。当時窓周りの仕事が多かったので、その端

切れを何枚かお買い上げいただきました。その方

から名刺を頂き、毎年名刺を頂いた方にはお年賀

を出していました。あるとき電話がかかってきて「仕

事を見せてください」という連絡があり伺いました。

それで大きな仕事を頂きました。 

現在にそれがつながるか、というとないわけでは

ないのですが、仕事の流れは昔の縁、というのは

ほとんどないです。お客様の考え方、満足の仕方

が違ってきているのです。基本的には商売は人と

人とのつながりの延長で結果が出るのではないか、

という信念でやってきました。 

今日お配りした日経新聞の記事を読み上げさせ

ていただきます。お客様が満足してくれれば、根が

多少高くても納得して求めてくれるというものです。

セブン＆アイ・フードシステムの社長のお話です。 

 

居酒屋やファストフードが苦戦するなか、ファミリ

ーレストランが復調している。 

原動力のひとつが少し高めメニューの成功。「デ

ニーズ」を運営するセブン＆アイ・フードシステムス

も３月のメニュー刷新で高価格帯を充実して売上

高を伸ばした。（中略）「３月から９４８円の朝色セッ

トを始め、夕食も従来よりも３～４割高いメニューを

そろえました。」（中略）「新しい魅力が出せない店

やチェーンは来店客数も支払額の下がったままだ。

確かにファミレスでは消費者の質に対する要望は

上がっていると感じる。（セブン＆アイ・フードシステ

ムス社長大久保氏） 

 

出席率  6月 2日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 1,100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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