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第 58巻第 2号 通巻第 2735号 

第 2744回 例会 

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

 

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 

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 

Program 
 

開会宣言・点鐘   
歌 
四つのテスト唱和 
お食事 
会長挨拶 
入会式 
幹事報告 
地区委嘱状伝達 
卓話 
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 
「我等の生業」 
秋葉 芳秀 幹事 
みつはし 
小林 信雄 会長 
 
秋葉 芳秀 幹事 
 
越川嘉明 会員 
 
親睦委員会 
管理運営委員会 
小林 信雄 会長 
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会長交代式 

鈴木前会長から 小林会長へ 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 

みなさんこんにちは。会長を仰せつかりま
した。私は勝手気ままに隅っこを歩くのが得
意ですが、誠心誠意努めさせて参ります。出
来るだけ書を読んで、心を浄化して人の忠言
に耳を傾けて、舌鋒人を刺すというようなこ
とは取りやめにして、やってまいりたいと思
います。鈴木年度を忠実に継承して参りたい
と思います。 

今年４月にシカゴにおきましてＲＩの規定
審議会がございました。多くの案件が採択さ
れました。我々のクラブにとっても、クラブ
定款・細則を織り込んだクラブ運営となりま
す。手続き要覧がまだ届いていませんが、ガ

バナー公式訪問も近いので、会員の高橋様に
お骨折りいただいて、これから立法案と制定
案を理解して、鋭意勉強して参りたいと思い
ます。本年は特に、できるだけ移動例会を多
く行い、内外の他のクラブと友好クラブを作
りたい。 

ただ今、安曇野市のロータリークラブと連
絡を取っております。バナーをいただきまし
た台湾のクラブがなかなか見つかりませんが、
見つかり次第こちらのバナーをお送りしたい。
台湾は魅力のある場所です。おそらく、これ
から台湾が世界に出てくる時代になるのでは
と思っています。台湾を含め、世界の国々と
連携を取っていきたい。世界の国々が平和で
あることを祈っております。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

ロータリーの友７月号、ガバナー日誌ご覧
ください。地区大会のご案内９月２４日です。 
今年１年間の休会・例会・移動例会日がお

およそ決まりました。移動例会は１０月１８
日に菅原工芸ガラスに決まっております。 

地区補助金「高校生の国際交流プロジェク
ト」が採択されました。 

上期会費、ポールハリスフェロー、夫人の
会の会費納入をお願いいたします。 
 

第 2743回 例会の記録 ＜7月 5日＞ 
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記念品贈呈 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

謝辞 

 
高橋 邦夫 前々会長 

２０１５-１６年度の運営に際しまして、特
に鈴木会長様には第５４代の会長としてお勤 

めいただき、そして第５７代の会長として
二度目の会長職をお勤めいただきました。ご
自身で任期中にご病気やお怪我などを経験さ
れているにもかかわらず、会の運営に優先的
に心を砕いて当たっていただき、おかげで私
たちも楽しい一年間を過ごすことが出来まし
た。改めて深く感謝の意を表したいと思いま
す。どうもありがとうございました。 

並木幹事さんには、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。 

 

前会長 挨拶 

 
鈴木 康道 前会長 

あっという間に一年過ぎてしまいました。
皆様の強大・強力なご支援をいただき、何と
かこの日を迎えることが出来ました。これか
ら先、ロータリーの一番大事なところは、出
席率がいまいちだということで、我々も精い
っぱい小林年度を支援するつもりでございま
す。私自身ここに来るときに仕事とどっちが 

ニコニコ BOX 
 

〇誕生祝ありがとうございました。６７歳になりました。  秋葉芳秀 会員 

〇小林丸の出船おめでとうございます。   鈴木康道 会員 

〇鈴木会長一年間ありがとうございました。 小林会長新年度よろしくお願いいたします。 

                            高橋邦夫 会員 

〇早退します   菅原實 会員 
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大事だという時に、なるべくロータリーの
方に比重をかけて、これから先もそういうつ
もりでおりますが、やはり例会に参加するメ
ンバーが少ないということは会長として辛い
ことで、そういう気分を味わいたくないです
から、これからの小林年度を精一杯ご支援し
たい。また皆さんのご協力を得てここまで来
たということを感謝申し上げます。ありがと
うございました。 

 

前幹事 挨拶 

 
並木 孝治 前幹事 

今、前会長が申されたとおり、来ている人
に言ってもどうしようもないことですけど、
自分の行動の中で、今日の優先順位はロータ
リークラブが一番、二番が仕事で、三番がそ
の他でっていう風にこれからもやっていきた
いと思います。 

自分がいい加減にやってきたもんですから
心配で、今日も１０時半ごろ来まして、そう
したらちょうど土濃塚さんと藤本さんが一生
懸命事務局の仕事をやってもらっていました。 

土濃塚さんは自分が二年間で出したごみま
で搬出してくれました。 

これからもみんなが一丸となって一生懸命
やらなければいけないと思います。会員増強
を進めるうえでもこの中には今数人しかいま
せんが、会場を変えてしまうと、その器にあ
った人しか集まらなくなる気がして、このま
まやっていったほうがいいのかな、と私は思
っています。 

 

次の１２日の例会には、城西国際大学の越
川さんも出席して卓話もいただけると聞いて
いますので、皆さんで声を掛け合って例会の
出席を高めたいと思います。 

今までいい加減な私を支えてくださった御
礼も込めて、そういうことを一生懸命やって
いきたいと思いますので、今後ともよろしく
お願いいたします。ありがとうございました。 
 

７月の誕生祝い 

誕生祝 秋葉 芳秀 会員 

 
 

出席率  ７月５日 
会員数 出席率 コイン BOX 

２０名 ８７．５０％ １，８００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 


