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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 26 号 通巻第 2722 号 

第 2729 回 例会 

2016 年（平成 28 年）3 月 15 日 
12：30 点鍾 於：東金商工会館 4F 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 

クラブ協議会 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

鈴木 康道 会長 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治 幹事 

和食かしま 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

3 月『水と衛生月間』 

Water and Sanitation Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
 

 急に春めいてきました。私の仲間はインフル

エンザにかかったりして、来るべき時に来るべ

き人が来なかったりしています。おかげさまで

私は風邪をひかずに健康すぎて困るほどです。 

 一昨日、「東埼玉病院」の中野先生がおいでに

なり、20 年後の地域社会の問題についてお話し

くださる講演会が東金市社会福祉協議会主催で

行われました。結論としましては、本日は佐々

木警察署長においでいただいておりますが、地

域の安全・安心ということは、無論、警察関係

の方々のご尽力は大変なことですが、まず食べ

なければ生きていけない。そこで、食の安全に

ついてお話がありました。参加者は 130～140

人ほど集まりました。これからは、今まであっ

た魚屋さん、八百屋さんが近所にあってすぐに

用が足りたことが、集約化が始まり大規模店舗

が出来ることで、高齢者、健康でない方たちが

「買い物難民」になってしまい、それを止める

ことができない世の流れになっている。 

 東埼玉病院は埼玉県北部の幸手市にあり、そ

こでは突然近所のスーパーが閉店してしまった

ため、地域の八百屋が立ち上がり動き出しまし

た。何でも売っていたスーパーが閉店し、住民

は路頭に迷ってしまったからです。 

 東金でもそのようなことが起きる可能性があ

り、何をどうすべきか、ということを話し合い

ました。参加者が各テーブルに分かれ、テーマ

を決めて話し合いました。私はそれを聞いてい

て、「なるほど、今はい行ければ明日はわからな

いという今の時代。自己防衛というか、相互扶

助、隣近所の助け合いが大事だ」と思いました。 

 地域を活性化するためには、隣とまず挨拶、

という話がありました。文明というか、進歩す

るにつれて失われていくものは大変多く、それ

を止めようがない状態にあります。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
 

 訃報のお知らせが届いております。東金ビ

ューRC 会長エレクト野嶋千秋氏のご令室

野嶋真美様が 3 月 6 日にお亡くなりになり

ました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

第 2727 回 例会の記録 ＜3 月 8 日＞ 
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 八街 RC 創立 50 周年記念式典の祝賀会開

催のご案内が届いております。5 月 21 日

（土）成田ビューホテルにて行われます。 

 6 月に開催される日台親善会議への参加に

ついて、ガバナー事務所よりご案内が届い

ています。 

 台湾地震への義捐金について、当クラブは

例会 3 回にわたり集め、26,900 円を 3/10

（木）に茂原 RC にお届けしてきます。 

 ロータリー手帳の販売について連絡が届い

ております。ご希望の方は事務局へお申し

込みください。 

 

卓 話 

 
佐々木 幸司 東金警察署長 
 

 みなさんこんにちは。東金署の佐々木でござ

います。2 月 8 日付で着任し、ちょうど 1 か月

たちました。山形県出身でございます。本日は

東金ロータリークラブの例会にお招きいただき

ありがとうございます。また、平素から警察行

政にご理解ご協力いただきましてありがとうご

ざいます。この場をお借りして厚く御礼申し上

げます。 

 自己紹介をさせていただきますと、自宅は茨

城で私は単身赴任中です。子供二人もすでに成

人し、外孫が 3 人います。ご紹介いただきまし

た通り、警察に入りまして 22 回の異動で、ほ

とんどが捜査関係、事件関係に携わる仕事でし

た。このように地域の皆さんとお話する機会が

ほとんどありませんでした。ほとんどが被疑者、

犯人と会話をしてきたという状況なので、言葉

が悪いことをご了承ください。 

 お酒が大好きで、毎日晩酌しています。運動

が苦手なのですが、ゴルフでも始めてみようか

と思っているところです。 

 本日は、管内の状況についてご説明をさせて

いただきます。今年 2 月末で窃盗が 72 件です。

現在前年比－38 件の減少ですが、車上狙い、自

動車泥棒が増加傾向にある状況です。また、現

在、死亡事故は今年に入って発生しておりませ

んが、事故件数は 2 月末現在で 568 件発生して

おります。前年度比－40 件ですが、人身事故は

若干増えております。昨年は飲酒に伴う死亡事

故も発生しておりますので十分注意していただ

きたいと思います。最重要課題は、「電話で詐欺」

は千葉県だけで 148 件発生し、被害額は 2 億 7

千万です。管内でもすでに 2 件発生、被害金額

は 500 万円です。昨年も管内 18 件発生し、被

害額は 7,300 万に上る状況です。昨年も千葉県

だけで 950 件を超え、被害金額は 25 億円を超

えております。孫、あるいはお子さんの名をか

たっての電話ですが、十分注意をしていただき

たいと思い

ます。 
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出席率  3月 8日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 77.77％ 1,400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 

ニコニコ BOX 
●芦屋での新製品展示会・昨日終了しました。大勢のお客様にお越しいただきました。 菅原實 会員 
●卒業式が盛会にて終了しました。ありがとうございました。  髙橋邦夫  会員 

RI会長からのメッセージ 2016年月 3月 
2015-16 RI President K.R. "Ravi" Ravindran  

K.R. ラビンドラン 2015-16年度会長 

 

 

 

かなり前の話ですが、私の地元、スリランカ、コロンボにあるインターアクトクラブに招かれてスピーチをした

ことがあります。私はロータリーの青少年と会う際でも、いつも事前にスピーチの内容をきちんと考えて、ほかの

会合と同様に真剣に取り組むようにしていましたが、その時も準備を整えて臨みました。会合の後もその場に残っ

てインターアクターの質問に答え、彼らを激励しました。 

会場となった学校の校舎を一歩出ると、秋の日差しがまぶしかったので、私は柱のそばの日陰に立って、迎えの

車を待つことにしました。しばらくすると、校舎を出てくるインターアクターたちの声が聞こえてきます。彼らか

ら見えないところにいた私は、私のスピーチから何を学んでくれたのだろうと好奇心に駆られ、耳をそばだてまし

た。きっと、私の体験談や教訓について語り合っているのだろうと期待していたのです。 

ところが彼らの一番の話題は、私が締めているネクタイのことだったのです。これは愉快だと思いさらに聞いて

いると、彼らは私の西洋式のスーツ、生い立ち、事業のことだけでなく、私の外見を細かく分析しています。 

そして彼らが私の自家用車の車種を憶測し始めたころ、迎えの車が来たので、私は日陰を出て、彼らから見える

場所に止まっていた車まで歩いていきました。子どもたちは、私に気づいて少し恥ずかしそうでしたが、私は笑顔

で車に乗り込み、手を振りながらその場を去りました。 

子どもたちがあの日の体験から何を得たにせよ、私はとても大切なことを教えられた気がしました。つまり、子

どもたちに一番大きな影響を与えるのは、私たちの言葉ではなく、私たち自身が身をもって示すことだということ

です。ロータリーリーダーであり、目立つ存在になった私が、あらゆる意味で、地元の青少年の手本として見られ

ていたことはすでに十分認識していました。あの日の体験で学んだのは、彼らが最も注目し、見習おうと思ったの

が、彼らが私から聞いたことではなく、目にしたことなのだということでした。 

私たちロータリアンは皆、ロータリーの代表であり、それには一定の責任が伴います。私たちは、クラブの場を

離れても毎日、ロータリーの価値観や理念を忘れるわけにはいきません。どこに誰といても、ロータリーの活動中

でなくとも、私たちがロータリーを代表していることを心に留めておくべきです。地域社会と子どもたちのために

も、常にロータリアンとしてふさわしい言動、行動、姿勢を心がけたいものです。 
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