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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 20 号 通巻第 2716 号 

第 2722 回 例会 

2016 年（平成 28 年）1 月 26 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 

鈴木 康道 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

和食かしま 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

1 月『職業奉仕月間』 

Vocational Service Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 みなさんこんにちは。 

 あっという間に年末、余すところ 1 週間程度

になりました。冒頭に申し上げますが、私が心

の油断から皆さんに大変お世話になりご迷惑を

おかけしました。おかげさまでこうして元気に

しております。ロータリーの例会場に来ると皆

さんから力を頂いて元気になります。家にいる

と覇気のない顔ですが、ここに来ると皆さんに

見られているという意識でしょうか。人は外に

出て活力のみなぎった状態を維持していくのが

一番だと思います。ほんとうにありがとうござ

います。 

 「大晦日、越すに越されず、越されずに越す」

といいます。新年早々から借金の催促をするも

のではない。切り抜ければまた新年新しい年が

迎えてくれる、という話があります。私も何と

なく人生を送っているようでも、自分に課せら

れた負荷に対して、いくらかでも気休め程度の

何かをやっているか？と思い、夕べ考えてみま

した。結局、逃げ口上になりますが、世の中の

荒廃ぶりというか、手が付けられない状態を自

分なりに、自分の立場を維持できるというか、

世界が悪い方に向っていく状態を 60 年前から

やっているな、と気が付きました。大量生産、

大量消費を良かれとしている人間の行動が、地

球温暖化というテロより怖い状態をつくり、そ

のツケが何もない。でも私自身は、モノを大事

にするということを子どものころから教わって

きました。親父が明治 30 年生まれでとてもう

るさかったです。3.11 の大震災の後、みんなが

慌てて節電と騒いでいましたが、昔から、私が

生まれたころからランプを子どもの仕事として

掃除し、やっていました。物は有限であり、も

ったいないと育ってきました。先日ロータリー

デーの時にもお話しましたが、そのような根本

が失われていて、私自身が罪滅ぼしというか、

会社では現役時代には明かりを消して歩いてい

ました。今でもやっていることは、トイレット

ペーパーの長さ、ガラガラガラガラと引っ張り

出す音を聞くと、身を切られるような思いがし

ます。 

 モノが有限であることを今の子供たちは知ら

ない。モノを私自身が大切にし、その姿を見て

マネしていただける方が現れれば、それで安堵

感が得られるのです。 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 
●来年も良い年であります様  

鈴木 康道 会長 

第 2719 回 例会の記録 ＜12 月 22 日＞ 
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幹事報告 

 
並木 孝治 監事 

 クラブ通信がお手元にございます。1 月 19

日は休会です。 

 1 月 7 日東金ビューRC との合同新年会の

会費は 8,000 円です。理事会は 6 時、レ回

は 7 時からです。 

 1 月 14 日はインターシティー・ミーティ

ングです。茂原 RC 例会場である真名カン

トリークラブで行われます。レンタカーを

借りて向かうことを検討しております。 

 地区大会が 2 月 7 日です。こちらは現地集

合を検討しております。 

 地区大会一般参加公募の案内が届いており

ます。会員以外の方でロータリーに興味の

ある方、入会をご検討されている方がいら

っしゃる場合お誘いください。 

 大網 RC より例会案内が届いております。 

 ガバナー事務所より年末年始休業のお知ら

せが届いております。 

卓 話 

 
澤村 昌樹 会員 

 獣医師の仕事と社会とのかかわりを広く浅く

ご紹介をさせていただきます。 

 病院の紹介をさせていただきます。現在 3 つ

病院があります。獣医師が 12 名、看護師が 12

名、トリミングスタッフと 35 名で運営してお

ります。2004 年に現在の場所に病院を新設し

ました。妻が鍼灸師と獣医師の資格を持ってお

り、隣で鍼灸をやっています。猫専用の診察室

があります。病院の中は手術室、CT 室、検査セ

ンターは人間と同じくらいの件さができる設備

となっています。クレドというものを作ってお

ります。スタッフ全員で決めごとをし、行って

います。地域に質の高い、地域に根付いた動物

病院になることをミッションとし、獣医師・飼

い主・動物みんながハッピーになれるような運

営をしていこう、としています。 

  

 

出席率  12月 22日 
会員数 出席率 コイン BOX 

22名 94.11％ 1,410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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ロータリーソング斉唱 

 

鈴木 康道 会長 あいさつ 

  
並木 孝治 幹事 幹事報告 

 

高山 友二 会員 乾杯の音頭 

  
小林 信雄 会長エレクト あいさつ 秋葉 芳秀 次年度幹事 あいさつ 

 

 

 

第 2720 回 東金ビューロータリークラブとの 

新年合同例会 ＜1 月 7 日 八鶴亭＞ 
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土屋 俊夫 ガバナー補佐あいさつ 

 

杉木 禧夫 パストガバナー あいさつ 

  
河野 知宏 次年度ガバナー補佐 あいさつ 

 

小林 信雄 会長エレクト あいさつ 

  
秋葉芳秀 次年度幹事 あいさつ 集合写真 

第 2721 回 第 2 回インターシティー・ミーティング 

＜1 月 14 日 真名カントリークラブ＞ 
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会長エレクト 

ジョン F. ジャーム John F. Germ 

 
2016-17年度会長 

Chattanoogaロータリークラブ所属 

米国（テネシー州） 

 

 

 

 

 

エンジニアリングのコンサルティング会社、Campbell and Associates社の理事兼 CEO。同社

に入社前は空軍に 4年間在籍。 Public Education Foundationと Orange Grove Centerの理

事および執行委員、Blood Assuranceの理事長、Chattanooga State Technical Community 

College Foundationの創設者および財務長、Tennessee Jaycee財団の会長。 

 

1970年に「Tennessee Young Man of the Year」賞、1986年に「Engineer of the Year」

賞、1992年に「Volunteer Fundraiser of the Year」賞、2009年に「Tennessee 

Community Organizations Volunteer of the Year」賞を受賞。そのほか、「Boy Scouts 

Silver Beaver Award」賞と「Arthritis Foundation Circle of Hope Award」賞を受賞し、

2013年に米政府より「Champion of Change」として表彰される。 

 

1976年にロータリー入会。以来、RI副会長、理事、財団管理委員と副管理委員長、財団管理

委員長エイド、ロータリー2億ドルのチャレンジ委員長、RI理事会執行委員、RI会長エイド、

規定審議会代表議員および議長、会員増強ゾーンコーディネーター、多数の委員会委員長、エ

リアコーディネーター、RI研修リーダー、地区ガバナーを歴任。 

 

RI超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功労賞を受賞。ジュディ夫人とともに財団

のベネファクターおよびアーチ・クランフ・ソサエティ会員。お二人には、4人のお子さんと 6

人のお孫さんがいます。 
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