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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 36 号 通巻第 2732 号 

第 2740 回 例会 

2016 年（平成 28 年）6 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 

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 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

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 

 

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 

みなさんこんにちは。 

ソウル国際大会前日に体調を崩し、国際大会

をあきらめることになってしまいました。申し

訳ございませんでした。 

最終月を迎え、課題は山ほどございますが、

気楽に話せるロータリーの仲間がいることを幸

せに思っております。 

  

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 6 月 28 日は 6 時より志津本で行います。

新旧理事の皆さんは 5 時 30 分より引継ぎ

を行います。 

 平間会員はお元気そうです。ロータリー会

員としては継続希望です。 

 地区より、次年度青木ガバナー公式訪問は

8 月 4 日（木）です。その前に活動計画書

を作成し、送ります。各次年度委員長の皆

さんは原稿をよろしくお願いいたします。 

 7 月 19 日は次年度河野ガバナー補佐の訪

問があります。 

 六分区会長幹事会は 9 月です。 

 小林会員より国際大会のお土産がござい

ます。 

 

誕生祝 

 
（左より）鈴木会長、岡本秀男会員、小林信雄会員 

  

ソウル国際大会報告 

 
小林 信雄 会員 

 みなさんこんにちは。 

第 2739 回 例会の記録 ＜6 月 7 日＞ 
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 5 月 28 日から 31 日までソウル国際大会に出

席してまいりました。 

 最初にアトラクションがあり、今回は韓国の

空手道、舞台上で胴着を着た若者 100 人くらい

が演武をしておりました。その後、RI 会長挨拶

があり、開会式が終わりました。シャトルバス

の待合所で女性がおり、靴下を履いていますが

靴を脱いでおり、声をかけてみたらウガンダか

ら来たとのこと。ウガンダでは日常、靴を履い

ていないのかな？と思いましたが、翌日その女

性は靴を履いていました。茂原の鎗田さんとち

ょっとお目にかかりましたが、そのほかは千葉

の方とはお目にかかれませんでした。大会の最

中、隣の席のご夫婦とお話しました。アトラン

タからのご来訪で、ご主人は数学の大学教授だ

とのこと。 

 出発する前日、大韓航空機の事故があったの

で、飛行機に乗る直前に共同通信からインタビ

ューを受けました。 

 国際大会会場で登録をするとバッジがもらえ

ます。また、RI 会長よりお土産がありますので

鈴木会長にお渡しいたします。どうぞお納めく

ださい。 

 「友愛の広場」では、台湾ブースに行くのが

好きです。今回はバナーを頂いてきました。東

金 RC のバナーは後ほどお送りすることになっ

ております。回覧します。 

 次年度に向けて規定審議会の報告がありまし

た。3 年に一度 RI で行われます。2790 地区か

ら増田さんが出席されております。その中でク

ラブに影響にあることについて報告がありまし

た。 

クラブ運営に関して 

入会金は取らない。定款から定款の項目を外す。 
クラブ理事会について 

クラブ裁量にゆだねる。 
クラブ例会について 

月 2 回でも良い。 
出席について 

細則に定めることにする。 
職業分類について 

1 職業 1 名が原則でしたが、今回は職業分類は

なくてもよいことになった。 

 

その他については追々秋葉会員よりご連絡があ

ります。手続要覧は後になると思います。クラ

ブとして規定をどのように取り扱うか、今後ご

相談をしていきたいと思います。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

クラブ活動報告 
渡辺 直樹 クラブ奉仕委員会親睦活動委員長 

 親睦は皆さんと一緒にいろいろなお話をして

いきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 
菅原 實 職業奉仕委員長 
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 職業奉仕はクラブとしてロータリーの場合は

何かをするということではないと思います。何

点か掲げました。 
1. 職業奉仕がロータリー活動の原点である

ことを再認識し、職業倫理を高めるために

有効な情報を継続的に会員に提供する。 

→実施できませんでした。 
2. 前年度に続いて会員の職業奉仕事例を募

集することにより職業について考える機

会とする。 

→今回は集まりませんでした。次年度も引き続

き行います。 
3. 職業奉仕月間である 1 月には、然るべき卓

話を実施する。 

→地区にお願いし、中村さんにお越しいただき

ました。次年度職業奉仕委員長です。 
4. 地域で生き生きとした活動を実践する職

場を訪問する。 

→個々に自分の職業で奉仕をする、ということ

です。 

私の職業から、重要な情報を提供させていた

だきます。私はガラスのほか、自動車学校を運

営しております。昨年 6 月に法改正がありまし

た。 

高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実

施があります。認知機能が低下している恐れが

あると判断された場合「臨時高齢者講習」が実

施されます。 認知症の恐れがあると判断された

場合は臨時適性検査（専門医による診断）を行

うか、医師の診断書の提出が義務付けられます。 

また、免許制度そのものが変わります。今後、

大型、中型、普通自動車に代わります。普通自

動車は総重量 8t 未満でした。これが 5t 未満に

変更になります。ほとんどの方が普通自動車免

許から中型 8t 未満限定となります。普通自動車

免許 5t 未満は積載量 2t です。宅急便、コンビ

ニの車はいろいろな装備があり、5t 未満車免許

では運転できなくなります。2017 年 3 月 12 日

からは普通自動車免許は積載量 3.5t 未満にな

ります。車両重量+乗車人数+積載量なので、ほ

とんど載りません。来年 3 月 12 日以降、普通

自動車免許ではトラックは運転ができなくなり

ます。これは免許を取った日になりますから、

3 月 12 日以降に免許交付になると制限ができ

てしまいます。 
 

 

ニコニコ BOX 
●生還出来ました。皆様のお蔭様です。 

           鈴木 康道 会員 
●年に一度のガラスのセールは約 6,000人
の方々で賑わいました。  菅原 實 会員 
●東関東ゴルフ大会で千葉学芸高校チーム
が優勝しました。    髙橋 邦夫 会員 
●誕生日祝いのお礼   岡本 秀男 会員 

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 

出席率  6月 7日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 94.44％ 1,900円 
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