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第 58巻第１9号 通巻第 2752号 

第 2765回 例会 

2017年（平成 29年）１月 24日 
12:30点鐘 古川運送株式会社 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 

表彰状・副賞贈呈 

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 

「それでこそロータリー」 

秋葉 芳秀 幹事 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉  芳秀 幹事 

 

多田 良恵 様 

古川 秀夫 会員 

（古川運送株式会社 

 代表取締役会長） 

 

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 
先週は東金ビューＲＣとの合同例会大変お疲

れ様でした。ユン・ハンナさんも東金ＲＣには
強い印象にひきつけられてお帰りになりました。
お礼を言っておいてほしいということでした。
また、新年会でもあり、席上当クラブの今年の
目途というか、目当てを「調和」という言葉で
表現させていただきました。調和を取りながら
発展を目指すということで行きたいと思います。 
 世の中では多様化する世相であり、トランプ
ではないが差別化（個別強調）が唱えられてい
ます。今週１月２０日にはトランプ米国新大統
領の就任式があります。世界の先導的役割を果
たしてきたアメリカ、雑多な人々が生きている
アメリカ、これからどのような軌跡を辿り、後
世に残していくのか。我が国に与えるインパク
トの強さは今さらながらの驚きですが、計り知
れないものがあります。 
 さて、今年は平成二十九年、西暦２０１７年、
皇紀２６７７年の丁酉（ひのととり）年。この
年生まれの人は、温和で自由を愛し、周囲から
束縛を受けることを嫌う信念の持ち主で、一見
誤解されやすいが純粋な生き方が共感を呼んで、
次第に仲間が集まってくるカリスマ性を持って
いる、とあります。われわれのロータリークラ

ブもメンバーの減少に歯止めがかかりません。
他人事ではありません。丁酉年生まれのような
性格の人々が挙って寄ってくるクラブにするに
はどのようにしたらよいか。この時代です。手
を作るすべは必ずある。ある限りを出さなけれ
ばならないと思います。 
 

幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 

〇先週の東金ビューＲＣとの新年合同例会の席
上、ＮＰＯ法人トウガネゼーション山内勲理
事長様に上映をしていただいて日吉神社の絵
馬のスライドを見ました。機会がありました
ら続きをやっていただきたいと思います。 

〇昨年卓話をお願いした白鳥様より、丁寧なお
礼状をいただきました 

〇1月 20日（金）会長・幹事会があります 
〇1月 24日（火）移動例会です。古川運送株式
会社の東金物流センターを見学します 

〇２月２日（木）１９時から東金ビューＲＣの
創立記念例会が八鶴亭であります。参加費は
５，０００円です 

〇2 月 4 日（土）財団のセミナーがあります。
会長・幹事・鈴木康道会員が出席します 

第 2764回 例会の記録<1月 17日＞ 
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〇2月 15日（水）第 6分区インターナショナル
ミーティングです。場所は長柄町の日本メデ
ィカルトレーニングセンターで行われます。
乗り合わせで参ります 

 

誕生祝い 
 

菅原 實 会員 

結婚祝い 

 
渡邉 直樹 会員、古川 秀夫 会員 

スピーチ 

   
古川 秀夫 会員 
結婚祝いをいただいたのですが、実は昭和４

９年の今日、私の結婚記念日です。もう４３年
になります。金婚式まで間がありますけれども、
大きな喧嘩もなく、スムーズに来たと思います。
まだ終わったわけではないので、これからも慎
重に結婚生活を続けていかなくちゃと思ってお
ります。 
会員が減少している中で、ロータリークラブ

はどうしていったらよいかをスピーチするよう
にご指名をいただきました。私は今年度会員増
強を仰せつかっていますが、それを受けていな
がらもめぼしい方がいらっしゃらないので、皆
さんの方で「こういう所に行ったらどうか」と
いうお話がありましたら、教えていただき、一
緒に行きたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。 
また今日は皆さんと対話をしてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

出席率  １月１７日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１７名 ８１．２５％ ５，０００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 
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 ロータリーの危機について。ロータリーに入
ってもせいぜい２，３年で辞めて行ってしまう。
入った数だけ辞めていく。出て行かないための
魅力は、どうやって作ったらよいか。私として
は、ロータリーの理念を理解してないと、辞め
てしまうのではないかと思います。私自身が感
じている魅力は、ロータリーにいらっしゃる皆
さんとご一緒させていただく中で、その言葉や
後姿から感じさせていただく。では、自分が皆
さんに影響を及ぼしているのだろうかと振り返
りますと心もとないのですが、その辺が私にと
ってはロータリーの宝だと思います。みなさん
はいかがでしょうか？思う所をお話しいただけ
ればと。 
 （渡邉会員）団体や組織に若い人が入りづら
くなっていると思います。今の若い人たちは経
済的にも厳しいし、時間もなかなか取れないの
ではないかと思います。 
 （並木会員）そろそろ東金ＲＣと東金ビュー
ＲＣが合併する時期ではないかと思います。人
口１０万人以下の街にロータリークラブが二つ
あるのは厳しいのではないかと。入会のきっか
けは誘われた人への義理だと思うのですが、同
じ町に２つロータリーがあると、どちらの方に

も義理立てしなくてはならなくなり、結果とし
て入会そのものが出来なくなるのではないでし
ょうか。 
 
 ありがとうございます。合併の問題となると、
それぞれのロータリーに難しい問題があると思
います。いずれ、その問題を皆さんに問いかけ
ることになるでしょう。おそらく、どこかのタ
イミングで会長が踏み切る、あるいは委員会な
どを作って話し合うようになるのでしょう。ご
意見として承っておきたいと思います。 
 次に、変化の対応について。アメリカでは経
済を引っ張って行った層の不満がトランプ現象
を生み、ヨーロッパでは移民の問題が大きくな
っています。グローバル化へのひずみですね。
そういったことを見据えてロータリー活動をし
ていかなくてはならないと思います。そして「ロ
ータリーっていいね」と会員自身が見直してい
くようにしたいと思います。そのためには、会
員が自身を磨き、本音で話し合えるようなロー
タリーにしていかなくてはならないんじゃない
かと思います。 

 ニコニコ BOX 
〇結婚祝い ありがとうございました。 

             渡邉直樹 会員 

〇本日は卓話の時間をいただき、ありがとうご

ざいました。来週は当社の物流センター訪問

して頂く予定、宜しくお願いいたします。 

古川秀夫 会員 

〇誕生祝いありがとうございます。本日は阪神

大震災から 22 年、まさに私の誕生日に神戸

で経験しました。 

菅原實 会員 

〇ご奉仕          高橋邦夫 会員 

 


