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第 58巻第４号 通巻第 2737号 

第 2746回 例会 

2016年（平成 28年）7月 26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 
幹事報告 
意見交換 
活動計画発表 
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 
「それでこそロータリー」 
秋葉 芳秀 幹事 
みつはし 
小林 信雄 会長 
秋葉 芳秀 幹事 
 
 
 
親睦委員会 
管理運営委員会 
小林 信雄 会長 
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お客様紹介 

 

並木会員のお隣 左から河野知宏ガバナー補佐 

森川一喜ガバナー補佐幹事 

神定一雄 東金ビューＲＣ次期会長 

 

会長挨拶 

小林信雄 会長 

 

 
 
毎日暑い日が続いていますけども、お体の

方は十分ご留意ください。私も歳を取ってき
ていますから暑さに弱いんですけれども、年
齢を重ねて参りますと、睡眠時間が短くて済
むという利点もあります。夜中に目を覚ます
と、遠く近くに、救急車のサイレンが聞こえ
たりします。そうすると、遠い昔のことが追
憶として脳裏をよぎります。昔、私は「五番
街のマリー」そのままの日々を送ったことも
ございます。子どもの時代には同志社大学の
創立者であります新島襄のニューヨーク国立
博物館館長ホランド博士を訪ねた時の旅行記
を読んだことを思い出すこともあります。 

オリンピックの選手がジカ熱を恐れてオリ
ンピックを辞退するケースが出てきておりま
して、実は私も、ジカ熱を恐れて国際大会に
出られないということはあるのかなと自問自
答をいたしました。総じて言いますと、蹲踞
とか力量の強弱はどう位置づければよいのか、
ロータリアンとして奉仕を心かける時、考え
ておく必要があるかもしれないと思います。 

今日は、茂原東ＲＣより第２７９０地区第
６分区ガバナー補佐の河野知宏様、森川幹事
様、そしてやっさ祭り実行委員長でもあり、
次年度の東金ビュー会長でもある神定様にお
越しいただいております。 

ガバナー補佐、ようこそおいでいただきま
した。ガバナー補佐は、ガバナーの目標作成
と達成を協力補佐するという職務がございま
す。もう一つは、クラブ会長の計画、クラブ
の活動に対して助言・支援をするという役職
でもございます。もちろん補佐ご自分の資
格・条件も厳しく問われております。本日は、
効果的なクラブへの助言をお願い申し上げま
す。 

第 2745回 例会の記録 ＜7月１9日＞ 
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幹事報告
〇地区大会の時の表彰者について①３０年以上の１００％出席者②７月末で８５歳以上のロー
タリアンを推薦してほしいと連絡あり。①は該当者なし。②は高山友二会員（８９歳）を推薦
させていただきます 

〇７月２２日（金）会長幹事会が茂原で開催 

〇クラブ研修セミナー 当クラブからは、高山友二会員が参加予定 

〇８月４日八鶴亭にてガバナー公式訪問 

〇９月３日地区会員増強・２名の参加予定 

〇活動計画書の正誤表配布 

〇新入会員の申込書をお一人からいただきました。これから手続きを進めます 

地区委嘱状伝達 

 

鈴木康道会員 ロータリー財団委員長、会員増強委員 

渡邉直樹会員 理事、社会奉仕委員長、管理運営委員 

長尾邦俊会員 広報委員長、クラブ研修委員 

クラブ研修委員長より 

 
高山友二 クラブ研修委員長 

会長ご挨拶の中で、今度のオリンピックで
ジカ熱で参加を辞退する選手が多いという話
をされましたが、病気が流行してくる根源は
人間にあるんじゃないかなと思います。 

 世界中にはいろいろな伝染病があり、多く
の人が苦しんだり、貧しい人ほど苦しみが多
いという状況ですが、これは昔コロンブスが
いろいろなところに出かけて行って、人間が
あちこち歩くようになって、その土地にあっ
た病気が世界中に伝搬するようになった。病
気の諸悪の根源は、人間が仲立ちしているん
だ、と思います。そういうことで、人間は謙
虚な気持ちをもって地球全体に接していく必
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要があるのではないか。 

 ロータリークラブには前年のテーマで「世
界のプレゼントになろう」という言葉があり
ましたが、良いものをプレゼントするべきで、
死神の種をプレゼントするようなことは人間
として考えなくてはいけないな、と思います。
謙虚な気持ちのクラブというのも、進むべき
方向ではないかと思います。 

 

ガバナー補佐 ご挨拶 

 
河野知宏 ガバナー補佐 

ロータリーとの出合い 

本日は初めての訪問ですので、少しお時間
をいただいて私とロータリーの係わりについ
てお話をさせていただきたいと存じます。 

私は平成１０年に茂原市役所を退職いたし
まして茂原市にあります介護老人保健施設つ
くも苑の苑長に就任いたしました。就任後間
もなくロータリーへの入会を勧められました
が、当時は施設の経営の立て直しや、新たに
始まる介護保険制度の準備などで非常に仕事
に追われていまして、ロータリーに入る気持
ちにはなれませんでした。 

同じ時期に、東京で介護保険法の研修がご
ざいました。その研修会で私の席の隣にたま
たまロータリーの会員の方がいらっしゃって、
休憩時間に話をいたしました。その時に、「ロ

ータリーは自己研さんの場として、これ以上
のところはない」という話をしてくれました。
そして、四つのテストについて簡単な説明を
いただきました。私はその話を聴いて、大変
感銘を受けまして、自己研さんの場であるロ
ータリーにぜひ入りたいということで、平成
１４年に茂原東ロータリークラブに入会いた
しました。 

ロータリーの精紳を仕事に活かす 

入会しても、仕事に追われてあまりロータ
リーに出席できない現状ではありましたけれ
ど、なんとか、少しでも、ロータリーの精紳
を仕事に活かしたいと頑張ったわけです。そ
のあとになって、千葉県の介護老人保険施設
協議会の理事・副会長、全国介護老人保健施
設協会の協議員をはじめ、県・市のいろいろ
な役職をやっておりましたのでどうしてもロ
ータリー活動があまり活発にできなかったの
ですが、２０１１年～１２年度におきまして、
クラブの会長をという話がありました。どう
しようか非常に迷ったんですけれども、仕事
との両立は難しいだろうということで、苑長
を始めすべての役職を辞任いたしまして、ロ
ータリー一本に絞りました。そして現在に至
っております。 

 

四つのテストが行動指針 

 常に行動指針として掲げたものは、四つ
のテストです。この四つのテストがあったか
らこそ、私は仕事をできたのではないか。そ
ういう想いがいたします。今は施設の役員を
やっておりますが、常に四つのテストが私の
行動指針になっております。 

このたび、ガバナー補佐というお仕事をい
ただきました時に、とてもできることではな
いと思いまして、当初から硬く辞退をしてお
りましたけれども、諸般の事情により、ガバ
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ナー補佐を務めることになりました。もとよ
り、ロータリアンとしての実績もなく、力不
足ではありますけれども、私が平成１４年入
会以来私の中で持ち続けていた四つのテスト
の精紳を忘れず、ガバナー補佐として一年間
頑張ってやってまいりたいと考えております。 
不行き届きな点もあるかと思いますが、皆

様のご指導をいただいて、何とか一年間頑張
ってやってまいりたいと思いますので、ご指
導よろしくお願いいたします。 

協議 
会員増強について 

秋葉芳秀 幹事 

ガバナー補佐の訪問は、クラブの独自の課

題等について意見交換をして、ガバナー訪問

時にもそれを反映させるような会にしたいと

いう目的を持っています。 

そこで、この時間を使ってクラブの協議の
場を設けたいと思います。クラブの大きな課
題は「会員増強」ですが、これについて、ま
ずは会員増強委員長の古川会員からご意見を
いただき、協議をしたいと思います。 

 
古川秀夫 会員増強委員長 

場合によっては大変失礼な言い方になるか
もしれませんが、私は、会に魅力があれば会
員が入ってくると考えております。今いる会
員が満足していれば、会員を誘うことが出来
るわけです。 

トラック協会の青年部に、若い人たちの集
まる場所を作ったことがありました。皆で 
研鑽をつむステージを作ったわけです。当時
私は４つ５つもビジョンを描いて、場を作り
ました。そして、そこで研鑽を積んだ社員が、
すがすがしい気持ちで帰っていくのを見まし
た。 

先ほどのガバナー補佐のお話のように、四
つのテスト、これだけでも人の心を打つわけ
です。 

ロータリアンになる資質については、伸び
しろのある人を会員に。最初から完璧な人は
いません。そういう人をロータリーで育てて 
いくことが大切だと思います。 

会員増強は、「入りたい場を作れば、向こう
から入ってくる」につきます。皆さん、考え
てみてください。この会は楽しいか？ 

私の今年の計画は、「自分自身が楽しい場を
つくる」です。 

山武のトラック協会には、他の地区からも
会員が入ってくるほど、今、輝いています。 
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今いる人たちが、ぬけたいと思っている人
たちに一汗かかなくては。熱意と実行力が必
要です。 

ロータリーの魅力とは何か。 

自分が、普段口もきけない人と１時間一緒
に過ごせることだと思います。尊敬できる大
先輩と一緒に過ごせる。これは大きな魅力で
す。私はいつも高山先生の背中を見ています。
何とかして協力したいと思っています。 

  

ご講評 

 
河野知宏 ガバナー補佐 
 

森川一喜 ガバナー補佐幹事 

 

 
「ヒマワリが光の方を向くように 魅力のあるＲＣには

会員が集まってくる」（古川委員長 談） 
 

 

 

茂原東ロータリークラブも魅力のない場所
であれば人は集まらないということを話して
います。これは過渡期。これを乗り切らない
と存続は難しいでしょう。 

魅力あるロータリーとは何か一言では言え
ないが、時間をかけてでも追及していかなく
てはならないと思います。 

東金ロータリーには素晴らしい方がいらっ
しゃる。今のお話を少しでも実現していって
ほしい。茂原に帰ってそういう話を伝えたい。
お互いに頑張っていきましょう。 

 

 

 

ニコニコ BOX 
 

〇河野ガバナー補佐 ようこそおいで下さい

ました。  

小林信雄 会長 

 

出席率  ７月１９日 
会員数 出席率 コイン BOX 

２０名 ８７．５０％ １，１００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 


	ロータリーとの出合い
	ロータリーの精紳を仕事に活かす
	四つのテストが行動指針

