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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 30 号 通巻第 26808 号 

第 2680 回 例会 

2015 年（平成 27 年）2 月 22 日 

9:30 点鍾 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

 

 
∽∽∽ Program ∽∽∽ 

国際ロータリー2790 地区 地区大会 

2015 年 2 月 22 日（日） 

    

8:30 登録開始      

9:30 開会点鐘 

 国歌斉唱(君が代） ロータリーソング「奉仕の理想」 

9:40 開会並びに歓迎の言葉   地区大会委員長  田岡清 

9:55 来賓・参加クラブ紹介  ガバナー  宇佐見透 

10:10 歓迎の言葉   ホストクラブ会長  宮本和夫

10:15 ガバナー挨拶・地区の現況報告  ガバナー 宇佐見透 

10:35 ＲＩ会長メセージ・現況報告      ＲＩ会長代理 

10:50 大会決議採択      決議委員長  山田修平

10:55 来賓祝辞      千葉県知事  森田健作様

11:15 表彰（個人）    

11:25 青少年部門紹介 青少年奉仕統括委員長 藤崎泰裕 

 米山記念奨学生紹介 米山記念奨学委員会委員長石田善一

11:45 諸事お知らせ 

 

食  事 

 

12:00 植草学園高校ブラスバンド部・チアーリーダー部 

12:40 ミニライブ         成底ゆう子ライブショー 

13:00 記念講演      新党大地代表 鈴木宗男様

14:30  ガバナーエレクト紹介・挨拶  

ガバナーエレクト 櫻木英一郎

 ガバナーノミニー紹介・挨拶  ガバナーノミニー  

15:00 点鐘          ガバナー  宇佐見透 

 

大懇親会 会場：レセプションホール 

 

15:15 開会の言葉  地区大会実行委員長 始平堂玄昌

 ガバナー挨拶       ガバナー  宇佐見透

 乾杯      研修リーダー  崎山征雄

16:45 閉会の言葉    地区大会副実行委員長  上野卓爾 
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◆東金ビューRC 会長挨拶 

 

安藤泰健 東⾦ビューロータリークラブ会⻑ 

 

 本日は天候の悪い中、国際ロータリー第 2790 地

区宇佐見ガバナー様をはじめ、東金市長志賀直

温様、山武市長椎名千収様、地区役員の皆様、東

金ロータリークラブの皆様、当クラブの関係者の皆

様、たくさんの皆様にお越しいただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 

 

 ここに記念式典が挙行できますこともメンバー一

同心より感謝申し上げます。 

 今回この式典の会場を選びましたことは、私たち

のクラブの歩みは、年間の最大の事業である「ジュ

ニアリーダー研修」を創立 2 年目から行っておりま

す。その会場として、宿泊・研修の場所としてここを

利用させていただきました。 

 １５年経ちますと、ここに来ると当時の楽しい思い

出が浮かんできます。そういった理由で 15 周年記

念式典をここで開催することとなりました。 

 さて、私たちのクラブは 2000 年 2 月に東金ロータ

リークラブ様のスポンサーにより、地区内８５番目の

クラブとして誕生以来、東金ロータリークラブ様の

良きご指導ご協力により、ロータリーアンとして勤め

てまいりました。今こうして 15 周年を迎えられたこと

は、皆様のご指導のおかげと感謝しております。 

 しかしながら、わがクラブも会員数の減少という悩

みを抱えています。今後はロータリーの行動規範と

４つのテストを実践し、資質向上に努め魅力あるク

ラブづくりを追及していきたいと思います。 

第２６７９回 例会の記録 ＜２月５日＞ 

東金ビューロータリークラブ創立１５周年記念式典 

於：最福寺本堂 
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 本日を新しい出発点とし、勇気と希望をもって今

後の 20 年目、さらには 50 年目を目指して前進す

る所存でございます。 

 終わりに本日お集まりの皆様のご健勝とご多幸を

祈念いたしまして会長挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

◆記念事業発表 

 

堤正広 １５周年記念実⾏委員⻑ 

 

◆スポンサークラブに感謝状贈呈 

 

平間陸⽣ 東⾦ロータリークラブ副会⻑ 

 

◆スポンサークラブ会長挨拶 
平間陸⽣ 東⾦ロータリークラブ副会⻑代読 

 

祝 辞 

2015 年 2 月 5 日 

東金ビューロータリークラブの皆さま、創立 15 周

年、誠におめでとうございます。スポンサークラブを

代表して心よりお喜び申し上げます。ただいまは感

謝状を頂戴しまして誠にありがとうございます。 

東金ビューロータリークラブは、15 年間にわたり

「奉仕の理想」を遂行し、青少年奉仕活動をはじめ、

数々の奉仕活動を手がけてこられました。チャータ

ーメンバーはもとより、会員の皆さまにとりまして、

大いなる喜びとともに、多くの思い出が蘇り、胸を

熱くされておられることと存じます。 

貴クラブの誕生にあたり、東金ロータリークラブ

は、創立 40 周年の年にスポンサーを務めさせてい

ただきました。南部裕特別代表・高橋美光拡大補

佐のもとで、2000 年（平成 12 年）1 月 27 日に創立

総会、2 月 2 日にＲＩ加盟承認、6 月 25 日に認証

状伝達式が挙行されました。それ以来、今日まで、

地域社会に着実に根をおろし、めざましい発展を

遂げられました。 

所在地域を同じくし、奉仕の理想を共有する同

志として、今後も手を携えて、世界平和と、地域社

会への貢献に取り組んで参りたいと思います。

益々のご発展をご期待申し上げます。 

結びに、会員ならびにご参集の皆さまのご健勝

とご多幸を祈念し、お祝いのご挨拶といたします。 

 

東金ロータリークラブ会長 高橋 邦夫 

 

◆来賓祝辞 

 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー 宇佐⾒透 様 

 

 15 周年記念を迎えられましたこと、おめでとうござ

います。2000 年というよりもミレニアムという方がわ

かりやすいと思います。年明け早々クラブ創設にな



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 4 

り、東金ロータリークラブをスポンサークラブとして

85 番目の地区創設クラブとなりました。 

 実は現在クラブ数は 84 クラブございます。その 85

番目というのはおかしいのですが、2 つのクラブが

合併をしたためです。東金ビューRC が最後に創

設されたクラブです。その後地区では 15 年間創設

されていません。 

 皆さまはヤマメというお魚をご存知でしょうか？生

まれるとすぐにえさの取り合いの喧嘩をします。勝

ったヤマメは川に残ることができますが、負けたヤ

マメは海に行きます。山間に 3 年の月日が経ちま

す。体長 15～20cm ほどに成長したヤマメは、ある

日突然その 3 倍の体の魚に出合います。実はその

魚は 3 年前に負けてしまったヤマメでございます。

海に行き、様々な試練に耐え、そして再び川に帰

ってきた魚をサクラマスと呼びます。 

 勝つ者がいれば、負けるものがいる。一度や二度

の失敗があったとしても、このサクラマスのように

様々な試練に打ち勝つことで、もっともっと強くなっ

て戻ってくる。これには一つ大事なものがあります。

それは、時という「時間」です。 

 こんな話があります。 

 「いらっしゃいませ、時はいかがでしょうか？」時

の商人が時を売っています。「私に一週間ください

な。」女は時を買い海外旅行へ。「僕は一時間ほし

い。」サラリーマンが時を買い、それで読書の時間

を持ちました。「わしには 10 年分ほしいのだが…」

時の商人に老人が言いました。「お客様、10 年分

はいささか高うございますがよろしいですか？」「か

まわん。10 年分ほしいのだ。」時の商人は 10 年分

の時間を売りました。老人は 10 年分の時を買い、

それを病気の妻に渡すのでございます。 

 時が無限の可能性を秘めている事実を知ってい

る人たちは持つことができますが、知らない人は持

つことができません。地域も名誉も財産もすべて手

に入れたとしても、時を手に入れることはできませ

ん。 

 いまロータリー活動は新しい活動を迎え、大きく

その舵を切ろうとしています。それは理論から新た

なる実践へと向かった行動に表れるわけでござい

ます。そこにクラブの活性化、「陰徳の美」と言われ

た活動から、地域の皆さま方にロータリーの活動を

知っていただき、ロータリーを理解していただくこと

によって、ますますロータリーが活性化するという時

代が到来しつつあります。 

それらを常に先を進まれていた東金ビューロー

タリークラブの足跡（そくせき）は推奨クラブとして、

当地区 84 クラブの若きエースとして君臨する姿そ

のものであります。今後もリーダークラブとして当地

の発展のためにさらなる活動を期待し、15 年間の

節目に当たります今年度の行事にますます発展さ

れますよう祈念申し上げ、私のご挨拶とさせていた

だきます。 

 本日はおめでとうございました。 

 

 

東⾦市⻑ 志賀直温 様 

 

 

⼭武市⻑ 椎名千収 様 

 


