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第 58巻第 7号 通巻第 2740号 

第 2751回 例会 

2016年（平成 28年）９月 13日 
18:00 点鍾  

新千葉カントリークラブあさぎりレストハウス 

 

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  創立 57周年記念例会 

進行：秋葉 芳秀 幹事 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

会長挨拶 

市長挨拶 

夫人の会会長挨拶 

 

来賓挨拶 

 

幹事報告 

100％出席者表彰 

閉会宣言・点鐘 

懇親会 

演者紹介 

乾杯 

演奏 

ロータリーソング 

閉会 

小林 信雄 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

秋葉 芳秀 幹事 

並木 孝治 親睦委員長 

小林 信雄 会長 

東金市長 志賀 直温 様 

東金ＲＣ夫人の会 会長 

     大坪 紘子 様 

東金ビューＲＣ会長 

     野嶋 千秋 様 

秋葉 芳秀 幹事 

 

小林 信雄 会長 

司会：並木 孝治 親睦委員長 

鈴木 康道 直前会長 

 

ハワイアンラニヴェリナ 様 

「手に手つないで」 
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8月 31日 広報委員会の記録 

 
 
 
 
 

会長挨拶 

小林 信雄 会長 

8月 31日が二百十日でした。これは台風と稲
作との関係を見る目安となっています。この時
期は夏の疲れが出てきますので、健康に気をつ
けましょう。8月 19日に、会員の平間陸生さん
がお亡くなりになりました。ここに改めて哀悼
の意をささげたいと思います。 

 

 
 
 
 
 

 9 月は「基本的教育と識字率向上特別月間」
になっています。個人としてクラブとして何か
できることがあれば実践して参りたいと思いま
す。大網の会員の方は個人として毎年 10万円ず
つ、スリランカに識字率向上のために提出して
いるという話を聴きました。 
 入会予定者の行木さんから入会を辞退すると
いう連絡をいただきました。いろいろと手を尽
くして参りましたけれども、残念ながら、ロー
タリークラブは敷居が高いということでした。
これからも、どんどん、適当な方に入会を勧め
ていきたいと思います。皆様によろしくお願い
いたします。 
 8月 20日のやっさ祭りの清掃奉仕、皆さん大
変お疲れ様でした。ロータリーは広報はするけ
れども宣伝はしないということです。ロータリ
ーは実績を報告し、認めていただくということ
です。議論もありますが、例会に出席しいろい
ろな考え方の人がいるところで人を磨くことが

第 2750回 例会の記録 ＜９月６日＞ 

長尾広報委員長より、夜回り先生（水谷修氏）の８３運動や、東金市の漢字の募集など、ロータリーを PR できる地域

貢献・広報活動について提案があり協議。 

懇親会は、冒頭に高山会員より、ゆく夏を惜しみ、故平間会員を偲ぶ会として乾杯並びに献杯で開始。 

参加者８名で、美酒を味わいつつ思い出話やロータリー談義などで盛り上がりました。 
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出来る。基本的にはロータリーのルールを守り
ながら、よろしくお願いいたします。 
 夫人の会との連絡、これも幹事の方から連絡
があると思いますが、9月 13日はクラブ創立記
念例会、鈴木康道会員のお骨折りにより計画が
進んでおります。大変ありがたいことだと思っ
ております。 
 地区大会もございますので、ぜひご出席の方
をお願いいたします。 
 理事会でも申し上げましたが、理事会の透明
化を図るという意味で、話し合い事項は項目ご
とに週報に記載をしていただくようにとお願い
をしております。いろいろと今年は規定審議会
の件もございますしそれぞれのクラブの事情も
あり、錯綜をしておりますが、東金クラブは従
来の伝統を踏襲していく方向性でお願いしてお
ります。月 2 回の例会でよろしいという規定審
議会の規定通りに月 2 回の開催にするクラブも
ある。夜にしたら、昼間来ていた人がみな辞め
てしまったというクラブもあるので、従来通り
でよいと思っています。ご意見がありましたら、
ぜひお聞かせください。よろしくお願いいたし
ます。 

 
お誕生者お祝い 長尾邦俊会員 おめでとうございます。 

 

理事会報告・幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 

＜理事会確認・承認事項＞ 
㋑行木壽次氏の入会辞退の承認 
㋺９月１３日創立記念例会進行内容の確認とゴ
ルフ行事中止の承認 
㋩９月２５日地区大会参加者とマイクロバス手
配の確認 
㊁１０月１９日ロータリー情報研修会参加対象
者６名の確認 
＜理事会報告の補足、そのほか＞ 
㋺9 月 13 日新千葉カントリーでの 57 回目の創
立記念例会は 18時点鐘です。普段お会いできな
い方や夫人の会の方もいらっしゃいますので、
ご期待ください。この日のゴルフは外部から 2
名の参加のみなので、中止といたします。 
㋩成田での地区大会 9月 25日は点鐘 9時半です
ので、ここを 8 時に出発し、マイクロバスで行
きます。追加で参加できますので、参加できる
かたは幹事までご連絡ください。記念講演は、
寺島実郎さんの「世界展望と日本経済の将来展
望」です 
㊁ロータリー情報研修参加対象の会員（敬称略）
は越川、渋谷、野口、渡邉、澤村、北田の 6 名
の方々ですので、ご予定をお願いします 
〇みのりの郷で行われているロータリーデーの
日程が変更になりました。12 月 10 日でしたの
が 11 月 19 日開催になりました。例会の予定が
変わります。後程お伝えいたします 
〇9 月 3 日 地区の会員増強退会防止セミナー
に秋葉・古川両名が行って参りました 
〇台風で中止した東金税務署長様の外部卓話は
日程を調整中です 
〇例会への出席、欠席のためのメイクアップが
ルーズになっているので、きちんと会員の方に
求めて参ります 
〇職場訪問を増やして、会員の理解を深めたい 
〇マンネリ化しないような例会の工夫 
〇会員の退会防止、増強 理事会で毎回議題に
載せて、実行に移していきたい 
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委員会報告 

 
古川 秀夫 会員増強委員長 

 9 月 3 日（土）三井ガーデンホテルで会員増
強・退会防止セミナーに行かせてもらいました。
記念講演は、塩釜の 2520 地区の桑原氏のお話。
内容は、会員のモチベーションの問題でした。
地域の特性が出てくると感じました。 
講演の後、テーブルに分かれてフリートーク

をしました。特徴や問題、取り組みや成果を話
しました。地域差があるのだなと思いました。 
 また、元気のあるところはそれなりの計画性
をもってそれなりの結果を出している。元気の
ないところは具体的な方策を取っていないし、
後ろ向きの話に終始していると感じました。わ
が東金、これでいいわけではないと思います。  
トップのメッセージを理事会が受け止め、幹事
がそれを伝え、しっかりと会員に向けて報告し
てもらう。これが根幹だと先ほどの会長、幹事
のお話を伺いつつ感じました。 
 終わってから、白鳥政孝パストガバナーさん
から総評。この方のお話が一番良かった。「ロー
タリアンになって奉仕をしなければいけない、

出席がとかいろいろやっているけれどこの中か
ら得る物がたくさんあるでしょう」と。よく鈴
木さんが「ここに出て、とても得している」と
おっしゃいます。私も、会に来て皆さんにお会
いして、今まで自分が寄付したわずかなお金よ
りも、もらっている方がよっぽど多い。ここに
気が付かないと、「この会に入りなさい」と勧め
られない。自分自身が輝かなくては。白鳥パス
トガバナーのお話を聴いていて、原点に戻った
気がしました。 
皆さん、これから進んでこの会に入れたい人

がいますか？この会を存続させるならば、もう
一回本当の価値とはなんだろうか、とをみんな
で議論して「これなら誘える」と思えるように
なりましょう。他の会では一生懸命やっている
人が、ロータリーには入らない、と言うのです。
この違いはどこにあるのだろうか。皆さん半年
かけて議論してみませんか？私個人は第一火曜
日に毎月集まりがある。今年半年間は全部休ん
で理事会に出て、例会にも出ます。この例会を
月に一遍でいいので、私に会員増強委員会のた
めにお時間を作ってもらいたい。皆さんの意見
を集約したいと思っています。 
要は、ただ会員増強でなくて、「会員になって

良かったな」と思うようになるために、魅力あ
る会にしていきたい。魅力は「人」。良い環境の
一因になってもらえるような、そういう人に 
入ってもらいたい。私はたまたま委員長ですし、
クラブ奉仕委員長ですので、個人的に皆さんに
ご相談申し上げますので、その節は是非ご協力
をお願いできればと思っております。どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

出席率  ９月６日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１９名 ９４．１２％ １，９６６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 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 


