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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 31 号 通巻第 2727 号 

第 2735 回 例会 

2016 年（平成 28 年）4 月 26 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 

卓 話 

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 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

和食 かしま 

渋谷 章男 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

4 月『母子の健康月間』 

Maternal and Child Health Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
 

 明るい話題があります。東金観光協会の重鎮

から聞いた話です。今年の八鶴湖、東金市周辺

の桜の花の持ちが新記録になるほどよかったそ

うです。先月の最終日曜日から１０日まで六分

咲きの状態を維持できたとのこと。本当に珍し

いことでした。 

 熊本大地震の計り知れないほどの破壊力が今

でも続いています。被災地の皆様に心からお見

舞い申し上げます。ロータリークラブとして全

国的な動きがあると思います。義捐金など、被

災地の人々の窮状をよく汲んで、出来るだけの

対話をしようと思っています。 

 我々を取り巻く環境、東金市の場合は昭和６

２年だったと思います、東方沖大地震の時には

かなり揺れました。震度５くらいだったと思い

ます。あれから３０年近く経ちましたが、他人

ごとではないという気持ちだと、改めて感じさ

せられました。 

 被災地の回復、復旧をお祈りいたします。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
 

 ２０１６年規定審議会報告書が届いてお

ります。 

 小久保会員が紀尾井町へ転勤になりまし

た。後任の越川さんが入会される予定で

す。ご趣味がゴルフだそうです。 

 ２７９０地区の家系図のようなものがあ

りましたのでご参考までに配布します。 

 先日の台湾義援金について、お礼状が届

いております。回覧します。 

 櫻木ガバナー年度第２回目の RLI に小林

信雄会員が参加します。 

 ４月２９日は地区研修があります。委員

長の皆様のご参加をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 
●福岡店での新作発表会に地震にもかかわ
らず大勢のお客様にお越しいただきまし
た。           菅原 實 会員 

            

第 2734 回 例会の記録 ＜4 月 19 日＞ 
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卓話 

 
岡本 秀男 会員 

今月は会員卓話を予定しております。本日は

私で、来週は渋谷会員です。 

先ほど会長よりお話がありましたが、テレビ

や新聞で熊本の大地震がありました。東方沖自

身の時に私は東京湾のあたりで仕事を敷いてい

ました。 あの時も揺れましたから、今回の熊

本はそれ以上の揺れでした。お見舞い申し上げ

ても足らないくらいです。一日も早く復興され

て、皆さん元気に生活できるよう、みんなで支

援できればと思っています。 

 先日２月に流通業界の勉強をしてきました

ので、そのお話をさせていただきたいと思いま

す。「大きな百貨店が近くにあって急きょ閉店

します。困る人は手を挙げてください。」手を

挙げる人はほとんどいません。「大きなスーパ

ーが急きょ閉店します。困る人は手を挙げてく

ださい。」手を挙げる人はほとんどいません。

「隣にあるコンビニが明日閉店します。」ほと

んどの人が手をあげました。 

現在、週３回はコンビニを利用している人が

７割だそうです。それだけコンビニは生活に密

着しているとのこと。比率的にはセブンアンド

アイが 40％、ファミリーマートが 29％、ロー

ソンが 19％で、市場の約 7０%をコンビニ関

係で数字を作っているとのこと。昔、コンビニ

は若い人が朝におにぎりを買う、労働者が買

う、海に行くサーファーが買うというような客

層でしたが、最近の客層は層が変わってきてい

ます。以前ならばスーパーでカゴをもって買い

物をしていた人たちが、近くのコンビニで買い

物をしている。身近にコンビニがあり、惣菜で

も何でも、自宅と変わらぬ味があります。状況

の変化にすぐに対応でき、これからの構造が変

わって高齢化・少子化にそれなりに対応してい

けます。大型デパート、スーパーが太刀打ちで

きない小回りの利く商品構成。固定的ではな

く、すぐに対応できるというところが強みで

す。コンビニはすぐ撤退、すぐ出店というイメ

ージです。しかし、それによって社会構造の変

化、少子化・高齢化に如何に柔軟に対応してい

くか、というのが今後の数字に反映される、と

いう話でした。 

 

 

出席率  4月 19日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 100.00％ 3,700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 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 
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若者へのメンタリングで活躍する女性たち 
 
日本では「メンタリング」という言葉に聞き慣れない人も 
多いことでしょう。これは、「メンター」と呼ばれる経験豊 
かな年長者が、対話や助言を通じて経験の浅い人や若者の 
人材育成を行うことを指し、アメリカでも比較的最近に使 
われるようになった言葉です。 
 
アメリカのロータリアン、クララ・モンタネスさんは、 
学生の頃、「メンタリング」という言葉を耳にしたことが 
ありませんでした。大抵の人は大卒後に就職しますが、 
モンタネスさんは就職前に結婚し、出産。子育ての後でキャリアを歩みはじめました。相談できる人
がいなかったと、今は保険会社のシニアディレクターを務めるモンタネスさんは当時を振り返りま
す。   
 
しかし、2003年にワシントン DCロータリークラブへの入会を誘われたことで、すべてが一変しま
した。「正直言って、ロータリーへの入会には消極的でした。自分にメリットがあるとは思えなかった
んです」とモンタネスさん。「しかし、クラブで出会った仲間たちは、活動に積極的に参加する方法に
ついて丁寧に指導してくれました。メンターとして頼りにできる人をもつことの価値を知り、クラ
ブ、地元地域、そして職場で、自分でもリーダーシップを発揮できるようになったんです」 
 
こうしてモンテネスさんは、米州機構へのロータリー補欠代表となり、3月 8日の「国際女性デー」
イベントの企画を手伝うことに。世界銀行本部（ワシントン DC）でのこのイベントは、国際ロータ
リー理事ジェニファー・ジョーンズさんによる司会の下、ロータリー・ウーマン・オブ・アクション
賞の過去の受賞者であるディーパ・ウリィンガムさんとマリオン・バンチさんをゲストに迎え、
World Bank Liveを通じてインターネットでも中継されます。 
 
仕事と家庭の両立をめざす若い女性たちのメンターとなる機会をロータリーが与えてくれた、とモン
タネスさん。米国大学女性協会（AAUW）の最近の調査では、男女の賃金格差により、学費ローン返
済が女性たちの大きな負担となっていることが分かっています。 「苦労している若い女性たちは、ロ
ータリーなら安心、と相談してくるんです」 
 
アメリカ（ミシガン州）のセントジョセフ・ベントンハーバー・ロータリークラブ会員、ジャッキ
ー・ヒューさん（マルチメディア会社社長）も、「メンター」としてのロータリアンの役割を実感した
一人です。2007年、彼女のクラブは、定年退職者と地元高校生とを結びつけるメンタリングプログ
ラムを開始。1校、40人の生徒で始まったこのプログラムは、現在、周辺の複数の高校にも広がって
います。ヒューさんはこう話します。「貧しい家庭出身の女子生徒から手紙をもらいました。その手紙
には、プログラムで“地元の弁護士と出会い、法律を学ぶ自信がついた"と書いてありました。4つの
大学のロースクールに合格した彼女は、弁護士を目指して学業に励んでいます」 
 
人材育成を目的としたメンタリングですが、クラブにもメリットがあります。ヒューさんのクラブ
は、特に入会促進に努めていないにもかかわらず、会員数が 150人もいます。「ミシガン州南部では
ロータリーは有名」とヒューさん。「大企業の CEOになることが夢、という生徒に、ワールプール
（米大手家電メーカー）の CEOと会わせてあげたところ、感動した父親がクラブに入会してくれま
した」 
 
プログラム初期の参加者たちがインターアクトクラブを立ち上げ、この地域の 4つの高校には総勢
200人以上のインターアクト会員がいます。このうち 40人がこの夏、ドミニカ共和国を訪れて水フ
ィルタ設置プロジェクトに携わり、医療使節団にも参加しました。 
 
「ロータリーは若者に投資すべき」とヒューさん。「私の影響で娘もインターアクト会員になり、親子
そろって世界観を広げています」 
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