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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 83 号 通巻第 2683 号 

第 2683 回 例会 

2015 年（平成 27 年）3 月 17 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 

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 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「われらの生業」 

幹事 

かくじゅう 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

小林信雄会員 

 

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 

 
髙橋 邦夫会⻑ 

 

地区大会が終わり、ロータリー年度も残り 4 か月

を切りました。大会では次年度テーマ「世界のプレ

ゼントになろう。Be a gift to the world.」が発表され

ましたが、これから次年度に向けての準備も始まっ

てまいります。次年度の鈴木年度に向けてのクラブ

協議を後ほどよろしくお願いします。 

先週 3 日に私どもの卒業式を行ない当クラブの

会員多数ご出席いただきありがとうございました。

お蔭によりまして厳粛で感動的な式典ができ感謝

申し上げます。仰げば尊し、蛍の光の斉唱で締め

る昔ながらの式を続けていますが、箏曲や吹奏楽

の演出を入れるなど毎年少しづつ工夫と改良を加

えています。 

その日の表彰で 12 カ年精勤賞が 2 名でました

が、出身校が豊海小学校、九十九里中学校とたま

たま同じ小学校、中学校の出身で、高校も含めて

12 年間同じ学校で無欠席ということでした。これは、

本人やご家族の素晴らしい努力の成果ですが、併

せて最初の小学校を担当された先生の指導が良

かったのであろうと推察しています。12 年間にわた

る無欠席を動機づけるような指導ができたという、

その先生を教師として理想とし見習いたいとおもい

ます。 

ロータリーには出席義務規定がありますが、義

務と捉えるのでは面白くありません。学校などもそう

ですが、来るのが楽しい、というのが継続につなが

るものです。出席して仲間の顔を見るのが楽しみ

だ、何か悩みがあるときでも例会で仲間に会えば

元気が出る、そのような場であるためにも、会員相

互の親睦を今後も大切にしていきたいと思います。 

 

 

◆幹事報告 

 

小久保 良⾏ 幹事 

 

 RI より 2 月 22 日の地区大会において、昨

年度の会員増強拡大賞として東金ロータリ

ークラブが表彰されました。 

 本日は、3 月の定例理事会がありました。 

行事につきまして、すでに 3 月例会の案内

がお手元に届いているかと思いますが、31

日は定款休会です。4 月は 29 日に地区の

研修セミナーが開催されます。場所はアパ

ホテル＆リゾート東京ベイ幕張です。 

 すでに何回かご案内しておりますが、成田

空港南 RC との合同例会ゴルフ大会があり

ます。ゴルフ参加申込は、成田空港南 RC

さんからは名の参加、東金 RC からは 4 名

の参加で、10 名 5 組の予定です。その後

は、18 時点鍾、18 時 30 分からは懇親会で、

場所は八鶴亭です。成田空港南 RC は 28

第２６８２回 例会の記録 ＜３月１０日＞ １２:３０点鍾 
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名の参加、東金 RC からも多くの参加者を

交え懇親を深めていきたいと思います。 

 東金RC家族会・移動例会につきまして、理

事会で 6 月 10 日（水）に四季劇場「夏」（大

井町）『リトルマーメイド』を感激します。詳し

いご案内につきましては、次週通知を致し

ます。 

 吹野友雄会員につきましては、体調等の理

由により 3 月末に東金 RC を退会します。 

 第 6 分区より 5 月 15 日（金）親睦ゴルフ大

会の案内が来ました。真名カントリークラブ

です。 

 八街 RC より例会等の変更案内が来ました。 

 RI より 2015 年度米山小学生の世話クラブ・

カウンセラーについて、東金 RC として世話

クラブを申し入れましたところ、のお断り通

知が来ました。 

 2 月に東金ビューRC の創立 15 周年記念

例会がございました。親クラブである東金

RC に対する感謝状を頂きましたのでご覧く

ださい。 

 1 月 2 月に理事会でお諮りし、会員の皆様

のご自宅へ郵送させていただきました、東

金 RC の細則ですが、本来ならば本日皆様

よりご意見を頂きたいところですが、来週 17

日に皆様より修正についてご意見をお聞か

せいただければと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

 

◆表彰 

 
⻑寿ロータリアン表彰のお祝い 高山友二会員 

 
 

◆結婚祝 

 

澤村 昌樹 会員、平間 陸⽣ 会員 

 

◆クラブ協議会 

 

並木 孝治 次年度幹事 

 

みなさまこんにちは。 

次年度は鈴木康道会長と私、並木感じで運営し

たいと思います。皆様のお手元に次年度の各委員

会の委員長の方の一覧をお配りしております。 

 

●年寄会員表彰をうけました。  

高山 友二 会員

●ご奉仕        鈴木 康道 会員

●卒業式が終了しました  

髙橋 邦夫 会員

●3 月 14 日学位授与式を挙行いたします。

東金市より 1,000 人の学生が巣立っていき

ます。        小久保 良行 会員
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各委員長、委員会の中でどんなメンバーが欲し

いかを決めていただきたいことと、次年度会長から

のご挨拶があります。全員で 23 名、委員長で 14 名

ですので、一人で 2 つ、多い場合で 3 つ受け持つ

場合もありますが、ご勘弁ください。 

 

 

 

鈴木 康道 次年度会⻑ 

 

みなさまこんにちは。 

次年度 7 月から会長という立場になります鈴木

です。考えてみますと、東金 RC も会員の減少が続

きどうにも止まらない状態が続いています。一番難

しいのが会員の増強で、どこの会に出ても難問山

積で、明るい話題が乏しい状態でございます。しか

し、東金 RC は毎度、古川前々会長の言葉のように

「一人一人が魅力あるロータリアンであって、外に

向かって魅力を発信する」状態。それが、本人の資

質も大事ですが、人間性。人に好かれるというのは

難しいのですが、そういう姿勢を持っているかどう

かというのがかなり大きく変わってくると思います。

私も自分自身を見て、東金でお世話になって 46 年

間考えてきたこと。全方位外交の日本政府が米ソと

手を握るスタイル、本当はまずいのですが発展途

上の日本がやってきたように、自分は初心を忘れ

ず、ロータリアンの精神で誰とも仲良くしていこうと

いう気持ちでやっていこうと思っております。 

会長 2 回目ということで、前よりももっと立派な会

長とは望めませんが、皆さんにお力添えを願って

なんとか次年度を一年間頑張りたいと思います。 

並木幹事がついておりますので何分よろしくお

願い申し上げます。 

 

2015-16 年度 

会⻑・幹事・役員⼀覧 

会⻑ 鈴木康道 

副会⻑ 平間陸⽣ 

幹事 並木孝治 

会計 秋葉芳秀 

SAA 野口雅子 

クラブ奉仕 中村隆則 

会員増強 渋谷章男 

クラブ広報 小久保良⾏ 

親睦活動 渡邉直樹 

クラブ管理運営 岡本秀男 

職業奉仕 菅原實 

社会奉仕 原島和雄 

新世代奉仕 古川秀夫 

国際奉仕 塚瀬一夫 

ロータリー財団 安藤正義 

⽶⼭奨学⾦ 小林信雄 
 

 

出席率  3 月 10 日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23 名 100.0％ 2,889 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 

Email: info@togane-rc.jp 


