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第 58巻第１４号 通巻第 2747号 

第 2760回 例会 

2016年（平成 28年）１２月６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 

誕生お祝い 

 

結婚記念お祝い 

委員会報告 

クラブ協議会 

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 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

鈴木康道会員、安藤正義会員 

渡邉直樹会員、藤本晴枝事務局 

高山友二会員、岡本秀男会員 

 

総 会 

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 

 
小林 信雄 会長 

今日は前回に続きまして情報研修会で講話予
定であったが出来なかった、「ロータリーの差別
化を考える」（白鳥政孝研修リーダー）を熟読し、
１２月２０日に白鳥リーダーが来る前に学んで
おきたいと思います。 
あらゆる団体は、成長・発展を続けるために、

また維持していくために会員の増強や維持に苦
心している。日本の社会情勢がどうあろうと先
人の築き上げたロータリーを存続させなければ
ならない。入会 1年未満の退会者が 53％もある
とのことです。退会理由は様々ですが、ロータ
リーを理解しないうちにやめてしまう方も多い。
入会前にロータリーについてもっと理解・認識
をしてもらうことで、千葉県全体で１年間に 
２５０人もおやめになるといったことはなくな
るのではないでしょうか。 
ロータリアンは企業経営者と専門職の人が多

く、経営者は他企業との相違を特質として信頼
を得ている。専門職もまたしかり。この特質、
つまり差別化がロータリーの他団体との関係で
も同じである。最近は、ロータリーではその特
質が希薄になって、他の団体と変わらなくなっ
てきた。 

 

ロータリーと他団体との相違点 
１．ロータリーの目的が他とは違うこと 
２．ロータリーは創立以来１１１年の伝統的な
仕組みがある 
（イ）四つのテストに見る思想 
（ロ）ロータリアン自身の人間性を高め合い、
精進すること 
（ハ）ロータリアンの行動（家庭、職場、地域
社会において）が他者のためになっていること 
最近のクラブ社会奉仕、国際奉仕活動は他との
相違点の認識がないままの行動が多い。ロータ
リーが何ら特徴のない団体になっているのは、
ロータリーの哲学すなわち、あるべき姿勢や思
想を語らず単なる行動を競い合うことにある。 
ロータリーの基本理念に沿った考え方、行動が
必要です。他団体とロータリーが同化してしま
っているのではないでしょうか。 
 
ロータリーの魅力はロータリーの思想・哲学

を会員がお互いに磨き上げて、ロータリアンの
質を上げていくところにある。 
地区全体を見ていると、どうしても自我が出て
対立をしてしまうことがあります。人と戦うこ
とについて考えることもありますが、闘うとい
うことは人間的ではないと思います。 
具体的には以下のことを学ぶ必要があろう。

（１）ロータリーの理念 （２）ロータリーの
目的、テーマ（３）四つのテスト（４）ロータ
リアンの行動規範 
単なる親睦や社交クラブや慈善団体ではないこ
とを銘記すべきである。 
ロータリーとはなんだと言うのは永遠のテー

マですが、白鳥さんは「ロータリーとは、人生
の生き方そのものであり、心のありようであり、
精紳の姿勢なのである」とおっしゃっています。

第 2759回 例会の記録<11月 29日＞ 
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出来るだけ機会をみつけて、素直な心で地域や
人々に貢献する。 
よく、above selfと言う言葉が使われますが、

これは自己滅却とは違うんですね。自分の生活
の上という意味です。コミュニケーションは意
思の疎通と言われます。媒体は言葉です。これ
が伝わるうちに歪んで伝わっていく。ぶどうの
つるのコミュニケーションという言葉がありま
すが、ぶどうのつるは先にいくとだんだん細く
なっていきます。ですから、そのままで良いの
かどうかを確認する必要があります。検証して
から実行する。そして自分のために生きる。こ
ういうことではないかと思います。 
人は自分の経験から物を考えます。経験自体

が未熟なこともありますので、そういうことも
踏まえて自分の心のありようを考えていくこと
が大切だ、と白鳥パストガバナーのお言葉でし
た。我々はロータリアンです。ロータリーとし
ての認証をいただいているわけですから、その
理念、目的等をきちんと学び、四つのテストを
実行するようにする、実行するように努力をす
ることが大切だと思われます。 

 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

〇本日幹事会を開きます。次期役員会を開くと
きは歴代の幹事を集めて意見を聞くことが習
わしになっています。次期幹事、会長エレク
トを選ぶための打ち合わせをいたします。歴
代幹事６名中４名で集まって話し合います 

〇１２月６日は総会となります。高山会員の方
から会計監査の報告をしていただきます。会
員数が減少しておりますので、収入だけでは
回らず貯金を２０万円取り崩しました。会員
増強を目指さなくてはなりません 

〇東金国際交流協会との交流パーティー、今年
も盛大に行われました。これは共催となって
いるので、ロータリークラブの出番が必要だ
と思います。負担がそれほど重くならない程
度で、来年の実施に向けて何か検討をしたい
と考えております 

〇千葉県共同募金会から歳末たすけあい運動へ
の協力依頼が来ました 

〇城西国際大学から後期のシニアウェルネス大
学のご案内が来ました。今年１２年目だそう
です。資料を回します 

〇富津にある金井美術館からご案内が来ていま
す。ご案内を回します 

 
 
 
 
 
 

ニコニコ BOX 
〇早退します。 

鈴木康道 会員 

〇早退します。 

             古川秀夫 会員 
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座談会 
会員増強について、出席会員のざっくばらんな
座談会をしました。 

 
座談会で意見を出し合う皆さん 

〇東金ＲＣは地域密着が弱いかなと思いました。
東金以外の近隣の市町の行事にも参加するこ
とで、地域に入って行けるのではないかと思
います。一緒に活動する中で会員の増強をし
ないと、人の心は動かないと思います。「いい
ことをやっているな、自分も入ってみよう」
と心を動かすような関係を作ることが必要か
と。そのためには、昔の成東、蓮沼、九十九
里等の行事に参画をする。そのための情報を
少し集めて、また提案してみます。 

〇若い人が団体活動をできなくなっている状況
の中で、会員を増やしていくのは難しいと思
います。商売をやっている人は厳しい状況。
そんな中で入るのはやはり難しいと思います。
会費の額も、若い人たちにとっては厳しいの
かな、と感じています。 

〇他の団体の方から指摘されたのですが「ロー
タリーさんは、奉仕に際してもお金を出せば
いいという考えの方が多い」と。ですから、
出かけて行って活動する姿を見せた方がいい
んじゃないか。そこら辺から周囲の見る目も
変わってくるのではと思います。 

〇会計の透明性をより高めることも大切だと思
います。会費などは東金ビューＲＣさんの倍
です。そういう点で比較されると「同じロー
タリークラブなら、ビューの方に入ろうか」
と言うことになっちゃうと思うんです。ただ
し、やっていけなければ会費を上げるのは仕
方ないと思いますので、その辺は要請をする
しかないと思います。 

〇東金の狭い地域に二つのロータリークラブが
ある。新しく入る人は、若い人が大勢いて、
友達が大勢いるところの方が入りやすいです
よね。東金にはロータリークラブは１つでい
いのではないかと思います。 

〇ロータリーのメリットは、いろいろな職業の
人と交流できて、いろいろなことを学べると
いうことだと思います。沢山の人が集まって
いれば、毎回いい話がきけるとか、それなり
のメリットが感じられるんだろうと思います。 

〇ロータリーの魅力の一つにメイキャップがあ
ります。メイキャップによって、普通だった
ら会うことのできない人に会えるんですね。
勧誘した人を一緒にメイキャップでいろんな
ところに連れて行くなど、入った人にメリッ
トを感じてもらうことも必要だと思います。  

出席率  １１月２９日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１８名 ７０．５８％ ２，０００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 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 


