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第 58巻第 6号 通巻第 2739号 

第 2750回 例会 

2016年（平成 28年）９月６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 
誕生・結婚祝い 
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・点鐘 

小林 信雄 会長 
「君が代」「奉仕の理想」 
秋葉 芳秀 幹事 
みつはし 
小林 信雄 会長 
長尾 邦俊 会員 
秋葉  芳秀 幹事 
 
長尾 邦俊 会員 
親睦委員会 
管理運営委員会 
小林 信雄 会長 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 直前会長 

8 月 4 日のガバナー公式訪問では、青木ガバ
ナーの解りやすいお話でした。東金のみならず
日本中の直面している課題をわかりやすく話し
ていただきました。公式訪問では、今まで立派
なガバナーがいらしていますが、青木ガバナー
は特別わかりやすく、ためになったお話だった
と思います。皆さん一生懸命聞いていました。 

東金ロータリークラブが直面しているのは、
他でも見られることですが、氷河期と言うか、
冬の時代を迎えている気がして、何とかここを
脱していかなくてはなりません。50周年を終わ
ったころから、だんだん熱が冷めてきた気がし
ます。高齢化がロータリークラブを難しい状態
に陥らせていると思います。 

先日訪問した東金警察署の柔剣道場に「常に
戦場にあり」と額に飾ってありました。戦場に
あると思いながら鍛錬をしているのだそうです。 
人生はすべて、戦場におかれているという気持
ちが大切であって、アスリートだけでなく人間
一人ひとりが持ち合わせていなければいかない。
生き残り今あるものを築き上げ、守っていく。
あの時代を良く耐え抜いたなと称賛されるよう
に。いろんな手立てはあるけれど、それが出来
ていないのが東金ロータリークラブの現状です。  
小林会長一人が頑張るのではなくて、ここに出

席している方々はロータリークラブを背負って
いこうという気概を持っているわけです。 

全ては例会の出席から始まるわけです。 

9月 13日に記念例会がありますが、私の旧友
がウクレレ・ボーカルを何でもこなすのですが、
東金ロータリークラブで演奏をしてくれること
になります。13日の記念例会をしっかりと夫人
の会の皆さんにもお声をかけて、出来るだけ盛
り上げて、東金ロータリークラブここにありと
いう存在感を示していこうと思っています。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇ロータリーの友、ガバナー月信配布しました。 
〇やっさフェスティバルの清掃奉仕活動は、8

月 20日 20時半に商工会館の 1階に集合です。
前回配布したシャツを着用ください。終了後は
鮨正で慰労会です。 

〇8月 30日は東金税務署長の栗谷桂一様の外部
卓話です。 

〇9月 13日新千葉カントリークラブにて創立記
念例会です。外部の方にもお声かけをして盛り
上げていきましょう。 

〇地区大会について。9月 24日は成田ビューホ
テルにて、会長・幹事のみ出席です。25日は一
般会員参加です。バスをチャーターします。 

登録料・懇親会は無料、確実に出てくれる人を
登録するため出欠席を取ります。 

第 2748回 例会の記録 ＜8月 9日＞ 
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誕生者お祝い 

 
並木 孝治 会員     おめでとうございます。 

 

委員会報告 

クラブ研修委員 

高山 友二 クラブ研修委員長 

クラブ研修委員長として 7月 30日クラブリー
ダーセミナーに行って参りました。14時から 18

時まで6時間の長丁場を最後まで参加しました。
最初のテーマは「ロータリーの魅力とは」二回
目は「わがクラブは、かくありたい」三回目は
「こうすればクラブは元気になる」でお互いの
意見を出し合いました。 

 プログラムには今年のテーマは、『感謝と挑戦』
元気なクラブを作り仲間の輪の拡大につなげよ
うということだそうです。 

 感謝と挑戦について考えますと、こうしてご
ちそうをいただいて、みんなで平和なうちにお

話をして、こういう感謝なことを広げよう、元
気なクラブの輪を広げよう、それが挑戦と言う
ことなのかな、と思っております。 

 10月から分区ごとにロータリー情報研修会を
開催し、大いに勉強しましょうと言うことです。
入会5年未満の会員を主な対象とするそうです。
2 月からロータリーリーダーシップ研修会でセ
ッション学習会、ロータリーの資産を勉強して
参ります。地域社会で人類に奉仕たり得るロー
タリーになるためにと書いてありました。 

ロータリーの会員を分析すると 3 つの人種に
なると思います。Ａクラスの会員は先頭に立っ
てクラブを刷新していく、勉強熱心な会員。Ｃ
の会員は勧められたからいやいや入った。折を
見て退会しようと思っている。真ん中は、私な
どもそうですが先頭に立って旗を振る気持ちは
ないけれど、リーダーの指示に従って行動して
いこうというどっちつかずの会員です。 

 クラブに来て、生活に困らずにゆったりとし
た気持ちで、東金を経済的な面で引っ張ってい
くのだという、そのための話しあい、お茶を飲
みながらゆっくりと 1 時間過ごす。そんな場で
あっていいと思います。しかしそのためには、
先頭に立って勉強の成果を発表してくれる人が
必要であって、積極的に勉強してくれる人が大
切です。 

広報委員 

高橋 邦夫 広報委員 

〇長尾広報委員長からお知らせ 

8月 31日に広報委員会（親睦を兼ねた会） 

喜扇鮨で行います。 
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〇池田雄太選手は、リオデジャネイロオリン 
ピックに向けて出発しました。4日間のプレーで
メダルが決まります。14日には生放送があるの
で、応援よろしくお願いします。 

国際奉仕委員 

 

岡本 秀男 国際奉仕委員長 

クラブ活動に提示した国際奉仕委員会の活動
計画の報告をします。 

「国際奉仕の概念を理解し、特別月間を催し、
ロータリアンとしての理解を求める」概念のと
らえ方が難しい。実際にこの地区、クラブでど
うしたらよいかと思い、ガバナーに質問させて
いただきました。国際的な各種団体と接して、
できることをしていけばよいのではと思います。 
 外国人を招いて、他国の文化等を交流や卓話
を通じて紹介する。これも具体的にはどうした
らよいか考えています。 

外国人の日本への訪問が多い。東金にも身近
に出会う方もいると思うので、卓話や交流会で
情報交換できればと思います。こうしたことを 

米山委員会等と協力しながら進めていきます。 

千葉学芸高校さんと国際交流協会との共催が
今年も計画されています。よろしくお願いいた
します。 

やっさフェスティバル奉仕 

 
いざ、出陣前のロータリアンの皆様です 

 8月 20日（土）行われたやっさフェスティバ
ルの清掃奉仕に、9名のロータリアンの皆さんが
集まりました。日中はスコールのような雨と暑
さが厳しい一日でしたが、夜は幸い雨にも降ら
れず、時折、涼しい風が吹く中での清掃作業と
なりました。 

 
涼しいお部屋で 楽しく有意義な懇談 

 奉仕作業の後は、鮨正で炉辺会議を行いまし
た。目にも、舌にも美味しいお料理をいただき、
時間が経つのを忘れて懇談をしました。 

 
8月 30日は台風のため休会となりました 

出席率  ８月９日 
会員数 出席率 コイン BOX 

２０名 ９３．３３％ １，２１１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 
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