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第 58巻第 9号 通巻第 2742号 

第 2754回 例会 

2016年（平成 28年）10月 18日 
12:30点鐘 菅原工芸硝子株式会社 会議室 

 

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 

委員会報告 

表彰状・記念品贈呈 

ご挨拶 

会社概況説明 

 

 

質疑 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

事業所見学の後解散 

小林 信雄 会長 

「手に手つないで」 

秋葉 芳秀 幹事 

そば処桜田 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

 

塚本 衛 様 

菅原 實 会員 

（菅原工芸硝子株式会社 

 代表取締役） 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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理事会報告 
1．地区大会報告：了承 
2．菅原工芸硝子(株)職場訪問・移動例会：了承 
3．第 6分区主催・ロータリー情報研修会:了承 
4．国際交流協会行事の日程変更：了承 
5．12月の活動予定変更について:了承 

 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 
地区大会に参加された皆様ご苦労様でした。

私共（会長・幹事）は二日にわたって出席させ
ていただきました。 
 十月は全国の氏神様が島根県の出雲に集まる
ので、氏神様不在の月と言う伝説によって、こ
の月を古来神無月（かんなづき）と言います。
また、出雲の神様は縁結びの紙で、全国の神様
がそこに集まって男女の縁を結ぶための協議を
するのだそうです。少子高齢化社会から人口減
少をきたすことは当然の現象でしょう。出雲の
神様のお骨折りを期待したいところでございま
す。 
また、この月の天候は不順で台風 18号の動向

も心配です。どうも異常気象で台風の襲来によ
り雨ばかりで、稲刈りを断念したという話が農
家からありました。このような気候の変動が毎

年続くことになると大変です。我々は地域社会
で何ができるでしょうか。 
 今月はロータリーとして「経済と地域社会の
発展月間」です。東金といえども国際社会の動
向に影響されるわけです。ＴＴＰ然り、グロー
バル化の波にさらされます。これに対してどの
ような対応が可能か、これを念頭に地域社会に
貢献していきたいものです。 
一方世界では、トランプ現象やフィリピンの

ドゥテルテ大統領の「ヒトラーが虐殺をやった
ので自分も麻薬患者 300 万人全部を殺す」とい
う発言があったと新聞にありました。さらには
イギリスのメイ首相が 3 月までにＥＵ離脱を通
告する。欧州統合の懐疑がヨーロッパ各国でも
起こっています。要するに、世界はグローバル
化と各国の独立性が対峙することになっていま
す。その中で世界経済はどうなるか、日本経済
はどうか。日銀統計で横ばい、実質消費経済は
おそらくマイナスでしょう。小遣いがないのは
私だけではなさそうです。商業への影響を懸念
しております。 
当クラブとしては、どのような奉仕活動がで

きるのか。例会は奉仕に対しての実験室、研究
室、あるいは人材を磨く道場だと言われていま
すが、より具体的な奉仕活動を推し進めるよう
にしたいと思います。まず具体的には、人材育
成にあります。活動計画書に書かれていること
を改めて読み、また計画書にないことも盛り込
みながら、各委員会で務めて行ってもらいたい。
他のクラブと提携して、いろいろ学んでいきた
いと思っております。 
 大変残念なお知らせをしなくてはなりません。
澤村昌樹様より退会届が出ております。平成 28
年 6月 29日付。早い段階で退会の意志を決めら
れたのだな、我々はこのクラブに入ってこられ
た人をどうして退会させなくてはならないのだ

第 2753回 例会の記録<10月 4日＞ 
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ろうと思います。入ってくるときには期待をも
って入ってこられた方が途中でやめなければな
らなくなる。こういった悲しい現象を作りだし
てしまったことを申し訳ないと思っております。
皆で知恵を絞って、ますます盛んなクラブにし
ていきたいと思います。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇来週は休会、18日は移動例会、菅原工芸硝子
株式会社にて。2階事務所の会議室に 12:30まで
にお集まりいただき、社長の菅原さんにご説明
をいただき、工場の見学をさせていただきます。 
〇19日茂原市役所でロータリー情報研修会。 
参加者が少ないため再度案内が来ました。出席
できる方は全員出てください。 
〇東金国際交流協会の交流会日程が変更 

11 月 23 日になりました。会場は東金市中央
公民館になるようです。 
〇12月 13日東金税務署長の外部卓話。 

12月 20日例会、27日は休会と変更します。 
〇1月 24日古川運送さんの新しい事業所を訪問
し、移動例会とします。 

〇地区大会で例会出席率優秀クラブということ
で表彰されました。これは出席免除会員が多
いためです。 

 

結婚記念お祝い 

並木 孝治 会員 
野口雅子会員 おめでとうございます 

誕生お祝い 

高山 友二 会員 
越川嘉明会員、野口雅子会員、中村隆則会員  
おめでとうございます 
 

 
 
 

ニコニコ BOX 
 

〇誕生祝い ありがとうございます 

             高山友二 会員 

 

〇ご奉仕         高橋邦夫 会員 
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スピーチ 

並木 孝治 会員 
 先日地区大会がありまして、その次の水曜日
たまたま八街に仕事に行ったら友達が所属して
いるロータリークラブの例会日と言うことで、
訪問しました。ほとんどの人が知り合いだった
のでなんとなく溶け込んでいるような状態でし
た。 
驚いたのは、会員 28 名中欠席者が 2 名だけ。

出席率がいいんですよね。会場に行くと、ワイ
ワイガヤガヤ、話し声が聞こえる。昔の東金Ｒ
Ｃと同じだなと思いました。 
鎌形運送さんの社長さんが会長さんなんです

が、なんでも真面目。その次の会長が私の同級
生なんですが、今日創立 50周年の記念誌が届い
ていますが、これの編集をコツコツとやってい
ました。当会では高橋邦夫会員が作ってくれま
すが、その友人も、なかなか大変だと言ってい
ました。 

空港南ＲＣもワイワイガヤガヤ。地区大会の
帰りは早めに帰って、一杯やる予定だと言って
いました。八街ＲＣでは、卓話者が富里の方で
した。その方は俳句が好きで、かなりの数の俳
句を作っているそうで、やはりロータリーの友
に掲載されていました。この方もおとなしい方
ですが富里ＲＣの創立メンバーで、今は息子さ
んもロータリアン。西村さんも夫婦でロータリ
アン。 
ロータリーではいろいろな変化があって、ロ

ータリークラブの子クラブを作ったんだけど、
低迷したので合併したというニュースがありま
した。そういう時代に入ったんだと思いました。 
今日も会長からお話がありました。澤村君が

退会届を出したと。届け出の日にちは 6 月だそ
うですが、その頃資料をお届けしたんですが、
「先輩に届けていただくのは申し訳ない」と言
っていました。犬や猫の難しい手術を彼がやら
なくてはならないので、例会に出席するのはき
ついだろうな、と思いました。火曜日の昼は自
分は仕事はしない、いないんだ、と言う状態に
しなくては難しいですね。 
メイキャップで横芝や茂原に行くんですが、

欠席の多い方には、よそのクラブに行くのも刺
激になって面白いのではないかと思います。新
人が一生懸命、会場設営をしていたり。お食事
も、東金とは違ったものが出ておいしかったで
すよ。 
 

出席率  １０月４日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１８名 ７６．４７％ ３，０００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・
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 


