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2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 
東金ロータリークラブ会長 小 林 信 雄 

〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

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 58巻第 1号 通巻第 2734号 

第 2743回 例会 

2016年（平成 28年）7月 5日 
12：30 点鍾 東金商工会館 4階例会場 

 

 

Program 
 

会長交代式 
開会宣言・点鐘   
歌 
四つのテスト唱和 
乾杯 
お食事 
会長挨拶 
幹事報告 
謝辞・記念品贈呈 
前会長挨拶 
前幹事挨拶 
誕生祝 
委員会報告 
ニコニコＢＯＸ発表 
出席報告 
閉会宣言・点鐘 

 
小林 信雄 会長 
「君が代」「奉仕の理想」 
秋葉 芳秀 幹事 
 
 
小林 信雄 会長 
秋葉 芳秀 幹事 
髙橋 邦夫 前々会長 
鈴木 康道 前会長 
並木 孝治 前幹事 
 
 
親睦委員会 
管理運営委員会 
小林 信雄 会長 
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国際大会参加者お礼 

 
小林信雄 会長エレクト 
 会長代理として登録をしてまいりました。 

 

会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
来年の国際大会はアメリカのアトランタです。

全員参加でお願いいたします。本日も並木幹事

の段取りで、ロータリーの日を消さないように

頑張っています。 

年度当初は炉辺会議を積極的にやろうと言っ

ておりましたが、なかなかできませんでした。 

次年度は小林会員を全員で支え、一人でも会

員を増やし、維持していきたいと思います。 

私の入会当時は大きな出席表が貼っており、

免除会員のない時代でしたが出席率は高かった

です。例会をまず盛り上げなければなりません。 

おかげさまで会員の皆様に支えられてここま

で来ました。あと 1回の最終例会まで頑張って

盛り上げ、成功裏に収めたいと思います。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
 

クラブ活動報告 

 
岡本秀男 クラブ管理運営委員長 
 クラブ管理は卓話が中心となっておりました。

卓話予定者のスケジュールを先まで組むのがな

かなか難しかったです。次年度は誕生日祝いの

際に卓話をお願いしたい、ということでしたの

で、第 1週はそのようになるようです。 

 会員数が減っており、卓話をするにしてもな

かなか熱の入ったお話をいただくにはこじんま

りしていると思います。一度テーブルを囲んで

の卓話をいたしましたが、とても良かったと思

います。 

出席率  6月 21日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 94.11％ 1,220円 

第 2741回 例会の記録 ＜6月 21日＞ 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
 今後は一人一人が会長になったつもりで、東

金ロータリークラブを盛り立てていってほしい

と思います。何よりもロータリーを優先してい

ただけるような会になっていかなければなりま

せん。ロータリアンとしてのプライドをもって、

ジェントルマンとして礼儀正しくやっていきた

いと思います。 

 来年度も直前会長として頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 茂原 RC の黒田實パストガバナーが 89歳

でお亡くなりになりました。本日、葬儀

に出席してまいりました。 

 

次年度会長挨拶 

 
小林 信雄 次年度会長 
 鈴木会長、幹事、理事の皆さん、一年間あり

がとうございました。 

 今回、会長の色を仰せつかることになりまし

た。改めて会長職の責務についてメモしてまい

りましたので読み上げさせていただきます。 

 クラブ会長は細則に従い、7 月 1 日から就任

いたします。 

1. 会員アクセスページに登録し、クラブ管

理・運営に関するデータを RIから入手する。 

2. 会員情報について幹事がアクセスページに

登録したことを確認する。 

3. クラブ目標を設定し、会員が教育を受けて

いることを評価する。 

4. 各委員会が活動目標を設定したことを確認

する。 

5. クラブ会合の議長を務める（細則第 4条第

1節）。 

6. 会員がクラブ及び地区の会合に出席するこ

とを奨励する。 

7. クラブ及び地区指導者と協力する。 

8. 各役員の指導力と奉仕プロジェクトの継続

性を確保する。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

第 2742回 例会の記録 ＜6月 28日＞ 

最終例会 於：志津本 
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次年度幹事挨拶 

 
秋葉 芳秀 次年度幹事 
移動例会をたくさんやりたい、という会長の

意向があります。管理運営委員会と協力して、

年５～６回開催できればと考えております。 

 会員拡大に努め、活力のある東金 RC にしてい

き、これを機会に私もロータリーについて改め

て勉強をしていきたいと思います。また、仕事

もありますが、ロータリー活動最優先で頑張っ

てまいりたいと思いますので、皆様のご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

 

乾杯 

 

 
 

 
 

 
 
2016年7月より東金ロータリークラブ事務局が交代いたしま
す。新しい事務局には、藤本晴枝（ふじもとはるえ）が着任い
たします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

出席率  6月 28日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

21名 100.00％ 21,000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・ＦＡ
Ｘ・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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