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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 90号 通巻第 2690号 

第 2690回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）5 月 19 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 

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 

「我等の生業」 

小久保良行幹事 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

高山友二会員 

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 

 

地方創生とロータリー 

先週、元会員の小林清益さんとお会いしました。

東金商工会議所の特命担当として、会議所を中心

にこれからの東金をリードするような構想をまとめる

仕掛けづくりをされるとのこと。国の地方創生施策

と呼応して 27 年度中に地方総合戦略をまとめる必

要があり、官民挙げての取り組みが期待されている

ところです。 

東金の今後への展望は、楽観視できるものでは

ありません。出産の出来る産婦人科が 3 月に消滅

し、子どもを「産み育てる」上で肝心の「産む」がで

きない街になってしまいました。ただ漫然としてい

ては滅びるばかり、何らかのアクションを起こして再

生・創生を図らねばならない、という思いは誰もが

持っていることだと思います。 

先々週の古川会員の卓話での、商工会議所が

もつ政策提言という役割を見つめ、この地域の次

の世代に何かを残したい、そのために志を持って

動こう、というお話を思い出しまして、自分たちに何

ができるのか、何をしたいのか、しなければならな

いか、と改めて考えるようになりました。 

東金ロータリーも、かつて 70 名の会員数を誇っ

た頃と比べれば力が落ちたかとは思いますが、現

在の会員はいずれもこの地域の各分野に強い影

響力のあるメンバーばかりです。それぞれの職業

分類に関連した業界で、あるいはそれぞれの住ま

いや事業所の地域との関連で、それぞれの強い人

脈があり情報があります。ロータリアンが持つ情報

や知恵を互いに持ち寄れば、東金・山武・九十九

里・大網というエリアの地方創生に関して、地域の

みんなが共有できるようなビジョンが生まれる土台

になるのではないかと思います。 

ロータリーの世界の中では、会員増強や国際奉

仕のための寄付などが実績として評価されます。ク

ラブの名誉のためにも積極的に協力をしてきました

が、ロータリーへの貢献というのは、正直なところ楽

しみというよりは、奉仕の気持ちで行っていることで

す。時々賞を貰ったり、情報誌を通じて寄付が世

界平和のためにいかに役立てられたかを知ったり

することで、自分が何がしかの貢献ができたことに

小さな喜びを感じることもあります。他方、東金ロー

タリークラブが、地域の良識を代表するグループと

して、地域の未来に繋がる意見情報交換をするこ

とというのは、たぶん楽しいし、やりがいのあること

ではないかと感じます。 

 ロータリーは政治活動を行う組織ではありません

ので、ロータリーとして政治はしませんが、シンクタ

ンクの立場で地域の施策に関与することはしても

いい。むしろそれは、ロータリーの五大奉仕をひっ

くるめた奉仕の理想にかなう行動だといえます。「ロ

ータリーは『奉仕をする団体』ではない、ロータリー

は『奉仕をする人々の集まり』なのである」、という

言葉があります。地方創生のために活躍できる知

恵や力を持つ人が、ロータリーには集まっています

ので、例会前の井戸端会議や炉辺会議の場で、

地域の振興策や、地域の創生についても意見を交

わし、その成果を人脈を通じて広めることで、地域

社会への奉仕を実践できれば素晴らしいと考えま

す。 

 

 

第２６８９回 例会の記録 ＜５月１２日＞  
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◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 5 月定例の理事会報告です。 

1. 次年度役員について、各委員長は発

表済みですが、委員のお知らせにつ

いては後日お知らせ致します。次年度

委員会活動計画書提出は、5 月 19 日

の例会時です。5 月 26 日炉辺会議を

開催します。その際にも意見交換がで

きればと思っております。 

2. 東金 RC 細則につきましてご提案です。

お手元に改正案を郵送しました。最終

事項につきまして理事会で諮り、一部

訂正がありましたので修正の上、来週

改めて配布をさせていただきます。 

3. 今年度の委員会報告の準備につきま

して 6 月 16・23 日の 2 回の例会にわ

たり、委員長より今年度活動報告をお

願いします。来週改めて各委員長宛

にご案内いたします。 

 5 月 26 日（火）18 時より竹田屋にて炉辺会

議を行います。この会は、今年度の活動、

今後の東金 RC の活動等について意見交

換をしたいと思っております。 

 新旧役員交代及び懇親会の時期につきま

して、6 月 30 日（火）に移動例会になります。

移動例会として八鶴亭にて午後 6 時より行

う予定です。改めてご案内を差し上げます。 

 6 月 10 日（水）家族会・移動例会です。前

日 9 日（火）例会は休会です。6 月のクラブ

通信にてご確認ください。 

 理事の皆さんより例会の欠席につきまして

お話がありました。欠席をされる場合には早

めに事務局へご連絡ください。欠席される

場合には、直近の金曜日までにご連絡をお

願いいたします。 

 ネパール大地震につきまして東金 RC とし

まして義捐金を今月 3 回の例会時に集め、

届けたいと思っております。ご協力をよろし

くお願いいたします。 

 お手元に冊子のコピーをお配りしました。4

月 29 日地区研修会で配布されたものです。

ロータリーのことがわかるよう丁寧に書かれ

ており、最後の方に千葉のロータリーの歴

史などが掲載されており、東金 RC につい

ても記載されております。お時間がございま

す時にご覧ください。 

 

 

◆誕生祝 

 

鈴木 君江 事務局 
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◆卓話 

並木 孝治 会員 

次年度について委員会構成が割り振られており

ません。現在作成中ですのでよろしくお願いいたし

ます。次年度活動計画・運用方針についてお願い

しました。7 月 30 日に IM があり、ガバナー訪問が

10 月です。次週までに割り振りを決めて皆様のお

手元にお配りいたします。 

 

岡本 秀男 会員 

世界に通じる選手として活躍しているイチロー選

手の話題がありました。四番目の選手としてベンチ

で過ごしていましたが、レギュラー選手が遅刻した

ので試合に出場し、ヒットを打ちました。それからス

タメンになりました。いつ出ても 100%出来る状態に

保っていることが素晴らしい。いつどんな時でも

100％の力が出せるということは会社でも普段の生

活でも常にそのような気構えを持っていないといけ

ないと感じました。 

 

北田 浩一 会員 

4 月から商工会議所専務理事になり、毎日忙し

い日々を過ごさせていただいております。東金の

商工業を発展させるために日々一生懸命やってお

ります。少子高齢化が進み、経済規模が思うように

上がらない状況の中、データをしっかり頭に入れて

やっていかなければならないと考えております。 

 

 

 

●ご奉仕        秋葉 芳秀 会員 

●千葉学芸高校 1年武田選手が千葉県ジュ

ニアオープンゴルフで優勝しました。 

髙橋 邦夫 会員 

●ご奉仕         鈴木 康道 会員 

●青山にカフェをオープンしました 

菅原 實 会員 

●参加することに感謝します 

北田 浩一 会員 

 

出席率  ５月 12日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 2,700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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