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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 89号 通巻第 2689号 

第 2689回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）5 月 12 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 

「君が代」「奉仕の理想」 

小久保良行幹事 

和食 かしま 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆入会式 

 

 

 

北田浩一新入会員の入会式を行いました。 

 

 

 

 

 

 

◆会長挨拶 

 

東金 RC 髙橋 邦夫会長 

 

2015 年サンパウロ国際大会に当クラブから小林

信雄会員が参加されます。会員各位の御承認をい

ただき、小林会員を代議員として当クラブからの信

任状を託したいと思います。 

また、本日は、会員増強に関して、入会勧誘用

のパンフレットや入会申込書を用意いたしました。

お知り合いへの勧誘にあたりご活用いただきたいと

思います。 

ポールハリスの語録から、職業分類に関する話

題をお話しいたします。 

 

「ロータリーはなぜ会員の資格を、地区内の一業

種一名に限定するのか」という質問をよく受けます。

ところが、クラブを運営してみて初めてわかったこと

なのですが、この方式をとると「親睦関係がうまくい

くこと」「職業が違うので、同業者間の嫉妬心が起き

ないこと」「会員相互の助け合いが促進されること」

「自分の職業に品位と誇りを感じること」「他の職業

の業績や問題点について認識が深まること」という

利点があります。 

会員資格を一定の専門職業か商売だけに限定

している団体はたくさんあります。そして、これらの

団体は近代社会の発展に重要な役割を果たして

います。こういう団体では、一定の職業の人たちが

 

●母の旅立ちの折には、あたたかいお見送り

ありがとうございました。 

       野口 雅子 会員 

●北田会員の新入会を歓迎いたします。 

髙橋 邦夫 会員 

●卓話をさせていただきました。 

菅原 實 会員 

 

第２６８８回 例会の記録 ＜４月２８日＞  
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一堂に会して意思の疎通を図ったり、経験を語り合

ったり共通の問題を議論することができるからです。

しかし、このように特定の職業以外の人を排除して

いる団体を、排他的だという人はいません。むしろ

この場合には、特定の職業だからうまくいくのです。

例えば医師会には、建設業者や商人は入会でき

ません。医師会がうまく運営されて、成功を収める

には、医師以外を排除することです。 

 しかし、医者同士の交友関係から得るところはあ

りますが、医師とばかり付き合っていると、面白味の

ない人間になってしまいます。従って別の職業の

人や経営者等と交際を広めて、人間の幅を広げる

必要があります。教会や社交クラブでもある程度交

際範囲を広めることはできますが、教会や社交クラ

ブはそういう目的のために作られたものではありま

せん。ところが、ロータリークラブの会員は、あらゆ

る職業の人と交際することができて、人間の幅を広

げることができるのです。 

 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良行 幹事 

 

 お手元にクラブ通信が配布されています。

第 1 週はお休みです。第 2 週の例会の日

付が間違っております。12 日でお願いいた

します。第 4 週の例会 26 日は、18 時から

竹田屋さんで炉辺会議を行います。合わせ

て訂正ください。 

 浦安 RC より案内が来ています。東北の子

どもたちへの寄付、カンボジア・タイの大学

支援、世界の子供たちのためのチャリティウ

ォークの案内が来ております。日時は 5 月

24 日 10 時 30 分より浦安市運動公園です。 

 茂原東 RC より 5 月例会のお知らせが届い

ています。4 月 29 日は休会、5 月 6 日休会

とのことです。 

 

 

◆委員会報告 
 
髙橋 邦夫 会長 

北田会員のカウンセラーには並木会員にお願

いいたします。 

2015 年国際 RC 国際大会がブラジル・サンパウ

ロで行われます。当クラブから小林信雄会員が参

加をされます。つきましては、会員各位のご承認を

頂き、小林会員を代議員として当クラブの信任状を

託したいと思います。 

 

 

小林 信雄 会員 

 

みなさんこんにちは。ただいま国際会議の信任

状をお預かりいたしました。 

これは国際大会に出席し、「友愛の広場」という

スペースにいろいろなブースがあります。その中に

国際会議のための信任状を預かるブースがありま

すので、そこにお届けいたします。 

6 月 4 日出発いたします。シカゴ乗り換えでブラ

ジルに参ります。飛行機で 33 時間ぐらいです。会

場とホテルが遠いのですが、大会のバスが出ると

のことで、バスに乗り会場へ参ります。出席しまして、
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大会開会式は感動的です。そしてすべて英語で

行われます。隣に座る人がどなたになるのかが楽

しみです。昨年は、アメリカの広大な農場のオーナ

ーで、40 万平方メートルの広大な土地の写真を見

せていただくなど面白く過ごしました。 

ブラジルではイグアスの滝を見てから、リオデジ

ャネイロへ向かいます。ヒューストンで乗り換えて 6

月 11 日に帰国予定です。満足のいく大会参加に

なるかわかりませんが、よろしくお願いします。 

 

 

◆卓話 

菅原 實 会員 

 

みなさんこんにちは。菅原でございます。 

まず委員会報告です。今年は職業奉仕委員会

であります。昨年 10 月職業奉仕月間に、皆様へ奉

仕活動について考える機会を持とう、ということで、

どのような奉仕活動を皆さんがされているかその事

例集を作ってみたい、とお願いいたしました。今日

お配りいたしました。遅くなりましたが、私を含め 6

名分がまとまりましたのでご覧ください。趣旨は、ロ

ータリーのもとになっているのは職業であり、極め

て重要な奉仕活動ですが、よくわからない、という

声が非常に多いです。ただ、ここにいる皆様、職業

を通じて、職業を代表して東金 RC に会員になり活

動しているということで、社会に有用な活動をして

いることが明らかです。有用でなければ永続的な

活動ができるわけがないのです。どの部分が社会

にどれだけ役立っているのか、ということを考える機

会も少ないです。 

ロータリーの冊子で「職業奉仕という概念」という

のがあります。 

1. 職業上の高い倫理基準 

2. 役立つ仕事はすべて価値あるものという認

識 

3. 社会に奉仕する機会としてロータリアン各

自の職業を高潔のものとすること 

文章が難しいです。今回、どんな活動をされて

いるか、それぞれが振り返ってみる、という機会に

なればよいな、と企画したものであります。ご投稿

いただきました皆様、ありがとうございました。 

来年度も職業奉仕をもう一度やらせていただけ

ることになりましたので、継続したいと思います。ぜ

ひ原稿を頂ければありがたいなと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

ロータリーのメリットについて、新入会員の紹介

の時にもございましたが、本当に職業の人と交わる、

いろんな意見が聞ける、いろいろな人と交わること

ができます。国際大会への出席も大きな特権であ

ります。世界中のどの RC へもメーキャップをするこ

とができます。どこもウェルカムであります。 

先週『ガバナー月信』『ロータリーの友』を頂きま

した。こういう資料をいただけることもメリットでありま

す。 

 

4622

 

出席率  4月 28日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23名 100.0％ 13,000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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