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第 58巻第 3５号 通巻第 2768号 

第 2782回 例会 

2017年（平成 29年）６月２０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 

委員会活動報告 

動画鑑賞 

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 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

解説：宇野 英雄 会員 

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 
城西国際大学から東金ロータリークラブ

へご依頼のあったサマープログラム 2017 へ
の参加留学生のホームスティ体験受入につ
いて 6月 10日～11日の一泊二日で無事終了
しましたのでご報告いたします。 
東金ロータリークラブとしてはセッショ

ン参加留学生17名中の1名Brown Jordan（ブ
ラウン・ジョーダン）19歳を引き受けました。
サンフランシスコ出身です。6 月 10日 14 時
に城西国際大学へ迎えに行き、次の日に学生
の宿舎である東金市川場 1007 のコーポ
NANSO へ午後 8時に送り届けました。ホー
ムスティを引き受けた感想を今後のために
申し添えます。特段のことはございませんが、
当人がアレルギー体質のために肉類及び乳
製品、その他多くの食物に制限があり、これ
には大変に閉口したことですが、留意した点
はアメリカ文化、習慣を尊重しつつ、普通の
大学生として自宅での合宿のように接しま
した。 

6 月 9 日に茂原「竹林」で行われた新旧会
長・幹事会について御報告いたします。 
会議会場は旧役員と新役員が別々に行われ
た後に、合同で親睦会となりますが、旧役員

会では、ガバナー補佐報告、6 分区関連事項
説明、検討協議事項、その他の順番で進行さ
れました。茂原 RC会則変更、東金 RC祝日
週休会,米山奨学生、大原 RC7 月 1 日付入会
者 2 名、大多喜 RC 役員が新役員会に出席、
成田空港南 RC例会会場変更のため、メーク
アップ時に注意,夜間例会もあり、茂原東 RC
例会は月 4 回,祝日週休会もある,会計は単年
度制,経費について注目している、茂原中央
RC会員 20名,平成 30年創立記念例会を計画
中、大網 RC前回会長幹事会報告の通り,鎌倉
へ親睦旅行、東金ビューRC 例会月 2 回はコ
ミュニケーション不足感がある。自由討論で
は、①例会の回数と諸経費（積立金切り崩し
の可否）②例会出欠と弁当代の無駄等々につ
いての意見が上がりました。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 
○次回６月２０日の例会は、委員会活動報告
の後、城西国際大学メデイア学部と山武郡
市広域行政組合との共同プロジェクトで
作成した「十枝雄三と両総用水」のＤＶＤ
を放映する。約１５分。解説は宇野英雄会
員が行う。 

 

第 2781回 例会の記録<6月 13日＞ 
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○６月２７日の今年度最終例会は、竹田屋で
１８時に点鐘。人数は１７名。 

 

委員会活動報告 

秋葉芳秀 会員 
会計として 
・この１年間の外部での飲食を伴う例会は、
クラブ予算の関係上、参加者から会費を徴
収した。次年度も同様、参加者からの会費
徴収を行う。 

 
幹事として 
・１年間ご協力いただき、有難うございまし
た。可能な限り出席しました。 

・次年度の役員・理事名簿及び委員会構成名
簿は別紙のとおり。少人数のクラブなので、
お一人で平均３委員会に所属している。 

・少人数のクラブでは自主的な委員会活動は
困難だと考えている。次年度は今年度と同
じく、地区委員会の研修等に必ず参加し、
その内容を東金クラブで報告することが

重要。 
・７月４日の第一例会は、別紙の進行予定表
のように、地区米山奨学委員長に３０分の
卓話時間を配分し、点鐘時間は１２時１５
分となる。 
会長交代式、前役員への謝辞、米山奨学生
のスピーチなどがあり。開始時間を１５分
早めた。時間とおり進めるか心配面もある
が、何とかなると楽観。 

 

 
広報委員長 長尾邦俊 会員 
八月に委員会の席で提案したことに関し

て理事会での報告がありませんでしたので、
次の段階に進むことができませんでした。 
言葉は悪いですが梵鐘は響きませんでした。 

出席率  ６月１３日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１７名 ５８．８２％     ２，０００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（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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職業奉仕委員長 菅原實 会員 
１．職業奉仕がロータリー活動の原点である
ことを再認識し、職業倫理を高めるために
有効な情報を継続的に会員に提供する。 
この件は十分な機会を持つことができ
ませんでした。 

２．前年度に続いて会員の職業奉仕事例を募
集することにより、職業奉仕について考え
る機会とする。 

  呼びかけはしましたが集めることがで
きませんでした。 

３．職業奉仕月間である 1月には、相応しい
卓話を実施する。 

  地区職業奉仕委員会に依頼し、栗原洋一
様の卓話を 1月に実施しました。 

４．地域で生き生きとした活動を実践する職
場を訪問する。 

  会員の職場での移動例会を２回実施し
ました。 
① 菅原工芸硝子株式会社 
② 古川運送株式会社 

 各事業所の社員１名の表彰を行いました。 
 

 
クラブ奉仕委員長 古川秀夫 会員 
今年度の活動計画はクラブ研修委員会、会

員増強委員会、広報委員会、親睦活動委員会、
管理運営委員会と連携してクラブ奉仕の諸
活動を行う予定でしたが、個別の委員との活
動は必ずも良い結果を生むには至りません
でしたが、二度の炉辺会議及び夜間の移動例
会を通して、本委員会の主旨が幾分なりとも
達成されたかと思っています。 
しかし乍、会員の増加が出来ず、又クラブ

の活力を取り戻すに至ってない事は不徳の
いたすところと反省しております。 
 

事務局から 
 活動計画書に掲載する会員名簿について、
情報の修正が必要な方は 6 月 30 日までに事
務局にお知らせください。 
 週報の次号は新年度に発行となります。 
新年度のテーマは、以下の通りです。 

 


