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第 58巻第 12号 通巻第 2745号 

第 2757回 例会 

2016年（平成 28年）１１月１５日 
12:30点鐘 東金商工会議所 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 

委員会報告 

ビデオ鑑賞 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

小林 信雄 会長 

「手に手つないで」 

秋葉 芳秀 幹事 

かしま 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

管理運営委員会 

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 
１．11月 23日国際交流協会共催行事の件:了承 
２．会員増強について：継続協議 
 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 

10月 19日の分区情報研修会がございました。
最後に白鳥パストガバナーの講評が時間切れで
出来ませんでした。茂原東のガバナー補佐のと
ころに、白鳥さんからメールが送られてきまし
て、タイトルが「ロータリーの差別化を考える」
でした。皆さんのお手元に届いていることと思
いますが、この前段のところをお話させていた
だきます。 
クラブの会員維持を図るにはどうすれば良い

か。全体的に考えますと、日本の社会は高齢化
社会の中での都市集中化傾向と、地方の少子高
齢化社会が進展しています。そのなかでロータ
リーを維持、存続させるにはどう考えたら良い
だろうか。日本のロータリー全体で入会 1 年未
満で辞める人が、入会者の半分以上、53％もあ
るのだそうです。千葉県では 1 年に 250 人が入
会し、同じ数だけ退会する人がいるそうです。 

一体、ロータリーとはなんなんだと。もう一
度考え直す必要がある。これはロータリークラ
ブの在り方にもよるが、ロータリーでは数を集
めるよりは質の向上の方がロータリー維持のた
めになるのではないか。それが先決であるとい
うことです。ロータリアンの質を上げることで
量的にも維持発展も可能であると白鳥さんは言
われます。言葉では簡単ですが、それではその
ロータリークラブの質の向上はどのように実現
すればよいか。その答えは他との「差別化」だ
という。それがまたロータリーの魅力だとも言
われる。要するに、ロータリーの、東金ロータ
リークラブの、特殊性の主張を強く持つべきだ
とする考え方であります。 
ロータリーとはなにかではなく、ロータリー

は何をする団体なのか。この点については次回
以降に、白鳥パストガバナーの言葉を土台とし、
皆さんと共に考えてみたいと思います。 
 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇白鳥パストガバナー 卓話依頼状にお返事を
いただきました。「演題については『ロータリ
ーの特徴について』を考えております」との
ことです。12 月 20 日、今年最終の例会です
が、どうぞご期待ください 

第 2756回 例会の記録<11月 8日＞ 
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〇東金国際交流協会との共催イベント、日時は
11月 23日 12時から 14時 30分までです。11
時半ごろまでにお集まりください。内容は①
留学生によるイベント②皆で楽しめる企画③
ダンスです 

〇12月 3日 10時から 11時八鶴湖および東金駅
前のクリーン作戦が東金市小さな親切運動を
主体に実施されます。出られる方は幹事まで
お知らせください 

〇来年 1月 24日古川運送株式会社の新しい事業
所を訪問します 

〇理事会で会員増強について検討しました 
 

お誕生日お祝い 

古川 英夫 会員 
北田浩一会員、高橋邦夫会員おめでとうございます 

結婚記念お祝い 

     
 
高橋邦夫会員、越川嘉明会員、大坪成彬会員 
おめでとうございます 
 

古川会員 スピーチ 
誕生祝いをいただきまして、ありがとうござ

いました。73歳、一つの通過点であります。私
は昭和 41 年 4 月に、22 歳でトラック 1 台を  

買って商売を始め
ました。 
会社にしてしばら
くたってから、自分
で目標を立てたん
ですね。今にしてみ
ればとてつもない
目標だった。トラッ
ク 100 台持つ会社
にしたい、と。そう
いう風に思いまし
た。当時、南総さん

が 70～80 台だったんじゃないかと思います。
他人には言っていませんでしたけど、今年か去
年に 100 台を超えました。考えてみれば、その
時「1000台持つ会社にするんだ」って思ってい
たら 1000台になっていたのかなあ。夢とか、自
分の中で思うとは、そこに自分がだんだん近づ
いて行くことなのかなあ。そんな感じがしてお
ります。 

ニコニコ BOX 
〇千葉学芸高校学園祭が盛会にて終了しました。

ご支援ありがとうございました。 

高橋邦夫 会員 

〇結婚祝いをありがとうございました 

鈴木康道 会員 

①誕生祝をいただきました。 

②10 月 31 日にを持ちまして、任期満了に伴い、

無事商工会議所会頭を退任いたしました。   

5年間にわたりご支援とご協力に感謝します。 

古川秀夫 会員 

鈴木君江  事務
 

藤本晴枝  事務
 

鈴木康道 会員 
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出会いが変える 

最近、50周年を考えた時に、若い頃の、全然
思い出しもしなかったことがまさに走馬灯のよ
うに次から次へと蘇ってきます。「あの人にお世
話になった」「あの人にもお世話になった」と思
う時に、私に大きな影響を与えてくれた、目標
にした人たちがほとんど鬼籍に入ってしまって
いる。本当は 50周年にお呼びして御礼を申し上
げたいんですけれども、いらっしゃらない。そ
のような中で、大変影響を受けた方々の中に、
このロータリークラブの高山先生、菅原先生が
いらっしゃる。私が少なからぬ影響を受けた方
たちが、たくさんいた。出会いや社会の出来事
が少しずつ私を変えていったと思います。 

因 果 

最近もう一つ思うのが、「因果」です。私がこ
こでマイクを持っているのは、これは因果の「果」
なんですね。ここに立たせてくれた人たちのこ
とですが、直接は、南総通運の先代の社長さん
が私に「ロータリーに入ったらいいよ」と言っ
てくれて、入会させていただいた。そして皆さ
んと出会うことが出来ました。では、なぜロー
タリーに誘ってくれたかと言うと、私が貨物運
送業だったからですね。22で始めて、27で会社
にしましたから、一応、社長っていう名前がつ
いていましてトラック協会の山武支部に入会し
ました。そこで、南総さんの前の前の社長さん
とかいろいろな人たちにお会いして、仲間たち
と遊んだり活動をしたりしました。いろんな機

会を与えてもらって、それが結果の「果」とし
て、「こいつはロータリーに入れてもいいんじゃ
ないか」と言うことになったんですね。ここで
実は、小川さんと言う、ここのチャーターメン
バーだったと思うんですけども、常議員が一人
抜けるんで、誰か指名をと。小川さんが当時の
商工会議所の専務に「古川のところに行って、
常議員になってくれるように頼んで来い」って
わけで、常議員にさせていただきました。それ
がまた、「因」ですね。常議員をやっている間に
いろいろな役を指名されて、やっているうちに
副会頭になれと。そして会頭を引き受けること
になった。私が夢にも思わなかったようなこと
になっている。ですから、人の出会い・活動・
発言・行動が結果の「果」として、いろんな人
に引き立てられて推されて、今日ここであいさ
つをしているようなことになったんだな、そん
な風に思っております。 
商工会議所の役員の任期は 11 月 1 日から 10

月 31 日で、全国同じです。おかげさまで 10 月
31日の任期をもって無事退任することが出来ま
した。5 年間にわたって、東金ロータリークラ
ブの皆さん、商工会議所の皆さんに支えられな
がら、無事終点にたどり着いた、とほっとして
いるところでございます。トラック協会の方も
今年 6 月で退任しました。私は「老春 （ろう
しゅん）」って言っているんですが、これから老
春を謳歌して個人的に役に立つことがあったら、
やってみたいなと思っています。これからもよ
ろしくお願いいたします。 
 

出席率  １１月８日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１８名 ６１．１１％ １，８７８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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