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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 050-3730-2559 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56巻第 95号 通巻第 2695号 

第 2695回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）6 月 23 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 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

鈴木康道会長エレクト 

「それでこそロータリー」 

並木孝治副幹事 

とんかつ みつはし 

鈴木康道会長エレクト 

並木孝治副幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木康道会長エレクト 
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◆会長挨拶 

 

東金 RC 髙橋 邦夫 会長 

6 月 10 日の観劇家族会は、会員ならびに夫人

の会あわせて 26 名の参加をいただき、劇団四季・

夏劇場で「リトルマーメイド」の公演を鑑賞しました。

昼は第一ホテル東京シーフォートでのステーキラ

ンチ、夜は船橋の老舗料亭「玉川旅館」での会食

と、盛りだくさんの内容で、参加者全員お楽しみい

ただいたようです。リトルマーメイドは、海の中の世

界を表現した舞台装置と、たくさんの歌を交えた豪

華な演出で、たいへん楽しめました。アンデルセン

の原作とは異なり、人魚姫が人間になって王子と

結ばれるというハッピーエンドであったのも良かっ

たと思います。 

久しぶりにミュージカルを観ましたが、しばし日

常を離れて物語の世界に浸るのも良いものだと思

いました。心の潤いが、人生をより楽しくしてくれる

ようです。 

家族会という本年度最後のメイン行事が終わり、

これから次年度に向けた活動が活発化します。本

年度の委員会報告をいただくとともに、次々年度を

見越した次年度活動計画の策定についてよろしく

お願いいたします。6 月 30 日の最終例会では、次

年度の展望を楽しく語り合いたいと思います。 

また、各市町で地域総合戦略の策定が本格化

して参りますので、ロータリアン各位の知見を活か

しての、ご貢献をご期待申し上げます。 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 6 月 13 日（土）に 2790 地区フェアウェルチャ

リティパーティがホテルマンハッタン幕張で

行われました。4 月のネパール震災募金を含

めて行われ、ネパール国のマダン・クマー

ル・バッタライ特命全権大使がご夫妻でお見

えになり、ネパール震災の寄付金として 2790

地区から 300 万円の義捐金を送りました。ま

た今回、当日参加の皆様からの寄付が 35 万

円ありました。当日大使へお渡しできました。

合わせてコンサートが行われ、東日本大震

災で被災され、現在は歌手として活躍されて

いる気仙沼出身の熊谷育美さんが歌ってく

れました。CD を買ってきましたので、例会の

時に流してください。 

 6 月 10 日（水）移動例会・観劇会を設けまし

た。夫人の会のみなさんの多くの参加をいた

だきました。美味しい料理と、夢を見ているよ

うな観劇。夢を見る時間も持ったほうがよいと

思いましたので次回はぜひご参加ください。 

 6 月 30 日（火）の移動例会のご案内を回覧し

ております。長尾親睦委員長も準備万端整

えて当日を迎えますので、皆様と楽しい一日

を過ごせればと思います。18 時～八鶴亭で

す。また、17 時より新旧委員長引継ぎを行い

第２６９４回 例会の記録 ＜６月１６日＞  
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ますので、新旧委員長の皆様は17時にお集

まりください。 

 地区より 2 月 21 日・22 日に行われた地区大

会の DVD が届きました。ぜひご覧いただけ

ればと思います。受付に置いてありますので

お持ちください。 

 

◆ブラジル国際大会報告 

 
小林信雄会員 

みなさんこんにちは。 

2015 年国際大会サンパウロ大会に参加してまい

りました。まず初めに復命書を会長にお渡ししたい

と思います。信任状を頂いて、ボーディングセンタ

ーに提出しました。 

 

ブラジルは大変遠い。地球の反対側ですから、

飛行機でシカゴでトランジットし、帰りはヒューストン

でした。行きはシカゴまで 13 時間くらいかかりまし

た。それから 4 時間ばかり待たされ、そこからまた

13～14 時間かかりました。かなり飛行機での生活

が長く大変退屈でありました。帰りもまた同じコース

をたどるわけですが、帰りはリオデジャネイロからヒ

ューストンまで 13時間。飛行場で 4時間待たされ、

飛行機に乗って離陸するまで 2 時間、計 6 時間。

ヒューストンから成田まで 13 時間かかりました。 

大会 1 日目は、注目する必要があるところはゲイ

リーホアン会長の演説でした。日程から申しますと

6 月 3 日から始まっており、9 日まで続き、公式行

事がたくさんありました。我々は 6 月 6 日の大会本

会議に出席をし、その場で友愛の広場という展示

ブースで各国の展示を見ました。その中の一つに

登録場所がありました。 

シャトルバスでホテルから 30 分くらいかかる会場

へ行き、大会に出席しました。大会日程は予定通り

に進められ、各ブースを回り、本会議に入ります。

入場式が感動的なイベントでした。開会宣言後、サ

ンパウロ大会委員長の挨拶がありました。歓迎の辞

がサンパウロ州知事、サンパウロ市長からありまし

た。それから次年度 RI 会長よりホァン会長の家族

の紹介がありました。カーニバルのダンスのアトラク

ションもありました。 

今は冬にはいるところなので、リオデジャネイロ

海岸に人はちらほらしか見えませんでした。 

イグアスの滝に飛行機で行きました。世界 3大瀑

布といわれるものすごい迫力のある滝でした。野生

の動物がおり、鼻の長く、しっぽの大きい狸が自由

に歩いているジャングルの中。非常に暑かったで

す。ブラジルは「昼間は真夏、夜は真冬になる」と

いう話でしたのでヒートテックの長そでを着ていた

ので、暑くて苦労しました。その後リオデジャネイロ

へ行き、日本に帰ってきました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

●誕生社のお祝いです 岡本 秀男 会員 

●結婚記念の祝い品をいただきました。                                

小久保 良行 会員 

●孫夫婦が公認会計士採集に合格しまし

た。         髙山 友二 会員 

●小林会員おつかれさまでした。お土産を

いただきました。   髙橋 邦夫 会長 
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◆2014-15委員会活動報告 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  ６月 16日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 1,600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 

  

 
古川 秀夫  

クラブ奉仕委員長（クラブ研修委員長） 
 

 
岡本 秀男 広報委員長 

 
 

 
   

 

 
   

 

 

 
  

 

 
長尾 邦俊 親睦委員長 

 
 

 
並木 孝治 管理運営委員長 

 

 

 
  

 

 
安藤 正義 ロータリー財団委員長 

 

ロータリー学友賞の受賞者が 

国際大会で講演 
 

2014-15年度「学友人道奉仕世界賞」の受賞者であり、ジョン 

ズ・ホプキンス大学医学部准教授を務める精神科医、ジータ・ジャ 

ヤラムさん（Dr. Geetha Jayaram）が、ロータリー国際大会（ブ 

ラジル、サンパウロ）で表彰されました。 

ジャヤラムさんは、重度のうつ病、双極性障害、パニック発作といった精神疾患に苦しむ人びとを救うた

め、母国インドと米国での精神医療の普及に貢献してきました。少なくとも 3億 5,000万人が鬱（うつ）を経

験し、障害に陥る人も多い今日の世界において、精神医療へのアクセスを広げる取り組みは非常に重要となり

ます。 

「インドの農村部では精神的ケアを受けることができず、南部では若い女性の自殺が深刻な問題となってい

る」とジャヤラムさんは話します。 
 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/news-media/news-features/alumni-award-winner-helps-others-overcome-mental-illness-speaks-rotary 

精神科医のジータ・ジャヤラムさん（左端）、
ロータリー会員とクリニックの医療スタッ
フと一緒に。 
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