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第 58巻第 29号 通巻第 2762号 

第 2776回 例会 

2017年（平成 29年）5月 9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 

卓話 

 

委員会報告 

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 君江 事務局 

長尾邦俊会員、中村隆則会員 

米山奨学生 

カン・パンナレットさん 

 

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 

 
東金ＲＣ 小林 信雄 会長 

 
雨がやみました。涼しい風が吹いています。

ご挨拶を申し上げます。 
弔辞を申し上げます。東金ロータリークラブ

の重鎮であります第 31代（平成元年～2年）会
長を務められた大坪成彬会員が 4月 15日午後 6
時にご逝去されました。会員の皆様と共にご冥
福をお祈り申し上げます。 
大坪会員は 1935（昭和 10）年のお生まれで、

享年 83 歳であります。当クラブには 1970（昭
和 45）年 6月に、35歳の若さで入会され、今年
で 47年の会員歴があります。半世紀に及んでい
ます。ご本人は苦労人であり、とても正直で大
変な努力家でした。また、大坪会員は幾多の公
職を歴任され、当クラブばかりでなく、地域社
会に対しても絶大なご貢献、ご尽力されており
ます。東金市にとっても、全く惜しい人を亡く
しました。悔やんでも余りあるところでござい
ます。 
先週 4月 11日には、恒例になりました成田空

港南ＲＣとの合同例会が八鶴亭でありました。
長老の出席を得まして大変盛会でした。皆さん
お楽しみになられたことと思います。御出席の
皆様には、ロータリアンとしておおいに親睦の

念を遂行されたことと思います。次回の合同例
会を待ち遠しく思います。 
なお、合同例会のための準備に関わられた鈴

木康道会員はじめ、皆々様にここで感謝申し上
げます。 
それから本日は、新しい会員宇野英雄様をご

紹介いただきました。どうか fellowship を基に
して皆で一緒に「奉仕の理想」の実現を目指す
方向で行きたいと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。 
 

幹事報告 

 
東金ＲＣ 秋葉 芳秀 幹事 

○大坪会員のお通夜は 20 日 18 時から最福寺に
て。告別式は 21日 13時からです 

○4 月 22 日に地区協議会があります。「東金中
学校」のバス停から 8:47発のストロベリーラ
イナーに乗って行く予定です 

○4 月 12 日、茂原ロータリークラブの 60 周年
記念式典があり、ロータリークラブの山田会
長様から礼状が届いております 

○5月 9日 11:30～理事会です 
○5 月 9 日の例会では、米山奨学生のスピーチ
があります 

 

第 2775回 例会の記録<4月 18日＞ 
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入会式 

 
新入会員 宇野 英雄 会員（左）と小林 会長 

 

委員会報告 
 
クラブ管理運営委員会より 

 
高橋 邦夫 クラブ管理運営委員長 

例会プログラムについて 
米山奨学生 5 月 9 日から当ＲＣの例会に出席。
それ以降は毎月第一例会に米山奨学生の卓話を
もらいます 
5月 16日クラブ協議会 次年度の各委員会の活
動計画について協議をしていただきたい 

次年度のテーマは「ロータリー変化をもたらす」
と、国際ロータリー会長から与えられています。
それを考慮したうえで、各委員会の活動計画の
立案をお願いいたします。 
 
親睦委員会より 

 
並木 孝治 親睦委員長 

次年度会長・幹事会の準備会がありました 
ガバナー補佐は茂原中央ＲＣの志田さんです 
年間スケジュールについて 
ガバナー補佐公式訪問 8月 29日 
ガバナー公式訪問（東金ＲＣ・東金ビューＲＣ   
合同）9月 12日 

情報研修会 10月17日（於:茂原市役所市民室） 
東金ＲＣホストの会長・幹事会 10月 21日 
ＩＭ 2018年 2月 20日（於:一宮館） 
茂原中央ＲＣ25周年式典 3月 17日 
（於:ホテルシーサイドオーツカ一宮） 
5月 21日に親睦旅行を予定していましたが、参
加率が低いため今年度は中止します 
 

卓話 

 宇野 英雄 会員 
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改めまして皆様、宇野英雄でございます。よ
ろしくお願いいたします。 
今日は自己紹介ということで、お手元の資料

に今までの経歴を記載させていただきました。 
私は生まれも育ちも東金の上宿でございます。
これまで、なんとか故郷の東金を盛り上げてい
きたいと思っていろいろとやってきました。 

東金の起源 

志賀吾郷さん（現東金市長の曽祖父）の東金
町誌によると「東金は古の岡山郷にして邊田方
村と称す（中略）慶長 19 年（1614 年）家康御
成の節より東金町と唱え申候」（東金明細記）と
されています。この地域の偉大なる先人たちは、 
もっと顕彰されていいと思います。 
伊能忠敬（1745年生 上総国山邊郡小関村） 
現:九十九里町 
関寛斎（1830年生 上総国山邊郡中村） 
現：東金市             など 
これからも発信をしていきたいと思います。 

私のこれまでの職歴 

1974年（昭和 49年）千葉県庁入庁 
2012年（平成 24年）千葉県庁退職  

職員能力開発センター所長 
その間、条例・規則の審査制定業務、政策の企
画立案、市町村・諸団体（農協、工業など）指
導など 
 
 

①九十九里地域水道企業団 
（事務局長：2005・2006） 

 八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、
長生郡市広域市町村圏組合に水を卸す仕事をし
ているところ 
②山武郡市広域行政組合 
（事務局長：2008・2009） 

 山武郡市 6 市町における行政事務の共同事務
処理 
 …消防、電子計算、養護老人ホーム【坂田苑】、
介護認定、休日夜間診療所、し尿処理、火葬場、
山武郡市の首長会、議長会等 
山武郡市教育委員会と城西国際大学メディア

学部の連携による城西国際大学共同プロジェク
ト…郷土の偉人達 伊能忠敬、斎藤信夫、十枝
雄三、伊藤佐千夫、関寛斎 などを紹介する動
画を製作しました（各 15分程度） 
③成田空港地域共生・共栄会議 
（事務局長：2014・2015・2016） 

 成田空港建設問題（空港反対闘争）の話し合
いによる解決のため、シンポジウム（1991年）、
円卓会議（1993 年）、共生委員会（1995 年）、   
空港の迷惑の問題だけを取り上げるのではなく、
空港と共に生き、栄えようという趣旨で出来た
共生・共栄会議（2009年～）…と話し合いを継
続してきました。 
 本務は東金商工会議所の専務ですから、東金
の商工業の振興も当然ながら、東金周辺地域の
振興にも力を尽くして参りたいと思います。皆
様のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

出席率  ４月１８日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１７名 ７０．５８％      ０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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