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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 88号 通巻第 2688号 

第 2688回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）4 月 28 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 

入会式 

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 

 

髙橋邦夫会長 

「それでこそロータリー」 

小久保良行幹事 

北田浩一新入会員 

とんかつ みつはし 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

菅原實会員 

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 

 

ポール・ハリスの語録に「見えない力」というのが

あります。（My Road To Rotary #37) 

 

「ロータリーの中にあるのは、慈善活動だけでは

ありません。慈善活動というのは、その奥にある何

ものかが姿を現したものに過ぎないのです。この世

の中の、非常に強力なものでも、目に見えないもの

があります。電気は人の目には見えませんが、産

業機械を動かしております。重力も見えません。し

かし、ナイヤガラの滝はこの重力の法則に従ってい

るのです。私たちが吸っている空気も目には見え

ませんが、命を支えています。ロータリーの力も目

には見えませんが、奇跡を起こしています。数々の

王国への門扉が、理念の力によって押し開かれて

きました。ロータリーのたくさんの慈善活動の蔭に

は、目に見えない力が働いています。それは善意

の力であり、その善意の力によってロータリーは存

在しているのです。友情というのは伝道をする力で

す。何千という人たちが、ロータリーの精神の中に

生まれ変わり、親睦と隣人愛の世界に浸っている

のです。 

ロータリーの考え方によると、実業活動は人生の

主要な部分ですが、人生のすべての部分ではあり

ません。自分の業務の範囲内のことしかわからない

人は可哀そうです。自分の仕事の分野で、どんな

に成功しても、それだけでは不十分です。ロータリ

ーのねらいは現実的なものであって、ロータリーの

原理は健全な哲学の上に立っています。ロータリ

ーの目標は人生を豊かにすることです。 

ロータリーは宗教でもなければ、宗教に代わるも

のでもありません。現代社会、特に実業界や国際

関係において、宗教的ものとは異なった働きをして

います。私の一生においても、仕事の進め方がず

いぶん変わりましたが、それもロータリーの強い影

響を受けたからです。 

職業分類によって会員資格が定められているの

で、ロータリーは倫理的な理想を、会員以外のあら

ゆる職業に人々にまで、広げていくことができます。

つまり、ロータリアン各自がロータリーの理想と自分

の職場を結ぶ輪なのです。しかも、ロータリアンは

同業者に対して最高の職業基準を作るよう、協力

を要請する責任があるのです。この責任を果たす

ために、ロータリアンはたくさんの同業組合を作っ

ています。 

各国間の理解を深めるために、ロータリーは、そ

の初期の時代に非常に有効に働いた方法、すな

わち“相互理解と友好親善”という方法を採用して

います。つまり、通商活動と友好親善活動によって、

国家同士は相互理解を深めることができるのです。

最初は気に障るような奇妙な習慣も、やがては面

白い習慣ということになって、真似をするようになっ

たりして、生活を豊かにしてくれることもあります。 

 ロータリーは形式とか、堅苦しいことには囚われ

ず、社会的な地位や身分とは無関係に、対等の立

場で会合を開いていますので、お互いの友情が育

まれるのです。」 

 

 

 

 

●本日 卓話の時間を頂きました 

       古川 秀夫 会員 

 

第２６８７回 例会の記録 ＜４月２１日＞  
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◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 15日に第6分区の会長・幹事会がありました。

第六分区からの報告等をお知らせします。（１）

財団の寄付について地区の方から依頼があり

ます。会計と相談をし、4月の時期に会うように

調整をしていきたいと思います。（2）次々年度

のガバナー補佐の選出について、茂原東 RC

より選出を依頼しているとのこと。次回、5 月地

区会長・幹事会の時にご紹介されるとのことで

す。（3）諏訪ガバナー補佐より、地区セミナ

ー・委員会等の開催日について要望書を地

区に出したい、とのことで、土・日・祝の開催に

ついて、これを平日に開催を希望する旨を宇

佐見ガバナーへ提出をしたいとのことです。

（4）新年度のガバナー公式訪問、IM を含め

て、第六分区は 7 月 30 日（木）、横芝光町文

化会館を予定とのことです。 

 5 月 26 日（火）18 時より竹田屋さんで炉辺会

議を開催します。次年度の委員会活動、企画

などについてお話ができればと思っておりま

すので、万障お繰り合わせのうえご出席のほ

どお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告 

 

並木孝治次年度幹事 

 

4 月 29 日にアパホテル&リゾート東京ベイ幕張

で地区研修会があります。ご出席予定者には案内

をお配りしています。10 時点鍾ですので、間に合う

ようにお願いします。 

交通手段は電車です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

◆卓話 

 

古川 秀夫 会員 

 

みなさんこんにちは。今日は卓話というよりも、対

話にしようかと思ったのですがいかがでしょうか？ 

会員卓話といいますと仕事の話が多くなりますが、

私はいくつかの公職、商売がらみの仕事、会議所

の会頭という重責を担っております。 

いま、我々の直面する問題、地域が抱えている

問題、それぞれは皆さま方のお仕事にも共通する
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面があると思います。そのあたりについてお話をし

ようと思っています。 

先日、東金商工会議所青年部の総会が蓬莱閣

でありました。32 名の会員の方がいました。そのう

ち女性が 2 名。若い人たちにも女性会員が入って

きて良いことだと思いました。 

実は、昨年社長を息子に譲りました。仕事の実

務は私がいなくても回っていますが、10 年前の会

社のことを社長は知りません。来年で創業 50 年に

なります。そうしますと、私の中には昭和 41 年に創

業し、30 年代からのいろいろなことが頭に入ってい

ます。親や親戚が集まって話していたこと、自分の

耳の中に残っている。農業をやっていたおふくろの

姿。この戦後70年というのは、社会に出てからの自

分ではなく、それ以前のことが自分の中にたくさん

入っているのです。 

私が最近テレビを見て感じることは、コマーシャ

ルの内容が「ナショナル」「東芝日曜劇場」「日産ス

カイライン」などの、高度経済成長時代のものと全く

違う。テレビはあまり好きではないのですが、最近

家でテレビに向かう時間が増え、コマーシャルの内

容が様変わりしている。これが成程社会の減少が

表れている。健康食品、大人の紙おむつ。我々の

社会の中で、経済が広範している。 

今まさに「地方創生」ということで、いままで 1 千

万円の補助を頂いていた「プレミアム商品券」を商

工会議所で発行していましたが、今年は 20％にな

ります。全国で行われるのだから、ものすごい経済

効果です。中長期的なものも、地域がどんな提案

をするかによって決まってきます。東金では八鶴湖

浄化プロジェクトを懸命に行っていますが、これに

対しても予算が付けられるそうです。 

ロータリーでいろいろな話をした仲間のご家族と

お目にかかると、親近感がわきます。先日の青年

部の総会で菅原さんのご子息にお目にかかり、大

変親しく感じました。そこに友情の見えないもの、と

いうものを感じました。青年部の活動をしていると

忙しい中活動するのは大変ですが、活動をしてい

るうちに友情、仲間の考え方、家族のことが伝わっ

てきます。それが、いつのまにか自分の人生の中

でいろいろなもの・人とかかわってきたことが今日

の自分を作り上げてきた。その中でロータリーがあ

り、業界の活動があり、会議所につながってきたの

かな、という感じがしております。 

商工会議所の役割というのは、日本商工会議所

として経産省から認められた日本で唯一の中小企

業連合です。これが経団連とともに政府への提言、

政策提言をするという組織なのです。明治時代に

渋沢栄一先生が日本に作ったのが東京商工会議

所で、それが全国規模になったものです。千葉県

には 21 商工会議所があります。東金には 1,350 ほ

どの事業所があります。私が会長になって感じたこ

とは、先輩たち、この地域の築いてきたものをその

まま受け継いで食わせてもらってきた。我々は次の

世代に何を残すのか？自分なりに考え、東金の今

後について 9 年前に提示した 4 つの項目です。 

１． 地域、行政・議会との連携強化。 

２． 人材育成面で城西国際大学との連携強化。 

３． 東金が好きで活動している人たちがたくさん

いるので、個々の活動を大きな活動に展開

できるようコーディネート。 

４． 東金のシンボル、八鶴湖の桜。花の東金再

構築。 

志を持って動けば、皆が動く。動かないのは志

が足りないからだといいますが、為せば成る、なさ

ねばならぬ何事も。やはり何かを感じたら声を上げ

る。声をあげたら行動に起こす。行動を起こして仲

間と一緒に行動するということだと思います。 

 

出席率  4月 21日 
会員数 出席率 コイン BOX 

22名 100.0％ 1,975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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