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第 5９巻第 5号 通巻第 2773号 

第 278９回 例会 

2017年（平成 29年）8月 29日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 

会長 秋 葉 芳 秀 
〃      幹事 並 木 孝 治 

 
 
 

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 

お客様紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

活動計画発表 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「R-O-T-A-R-Y」 

並木 孝治 幹事 

 

みつはし 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

志田 延子 ガバナー補佐 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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理事会報告 
8～9月の行事予定：以下一括承認 
8月 5日奉仕プロジェクト委員会セミナー 
8月 19日やっさフェスティバル奉仕活動 
 8:45頃東金商工会館集合 
 奉仕活動後、鮨正にて慰労会 
同日 17:30～国際交流協会ミニパーティー 
   18 時～会長幹事会 於：茂原「大和屋」 
8月 26日 会員増強退会防止セミナー 
8月 29日 ガバナー補佐公式訪問 
9月 2日 ロータリーデーＢＢＱ大会 
 東京情報大学キャンパスにて 
9月 5日 創立記念例会 
 18時点鐘 新千葉ＣＣあさぎりレストハウス 
9月 12日 ガバナー公式訪問 
9月 26日 東金税務署長澤田様卓話 
10月 17日 情報研修会（茂原）14時から 
 例会日なので、茂原への移動例会とする 

会長挨拶 

 
秋葉芳秀 会長 

 皆様こんにちは。暑い日が続きますが、体調
管理に留意し、この夏を乗り切りましょう。 
 私は子供が 3 人おり、三番目の娘が神奈川県
鎌倉市のアパートに住んでおります。娘は鎌倉

が気に入っていますが、私は住みたいとは思い
ません。道路が狭い、平地が少なく坂ばっかり、
観光客という人が多すぎる、ガケ条例の規制が
あるのに土地の値段が高すぎる、など、数え上
げればたくさんあります。鎌倉駅から狭い道を
通って徒歩 30分で坪 80万円が相場のようです。 
 7 月の中ごろ、夏休みを利用して男の孫 2 人
がマレーシアから帰ってきました。早速、7 月
29日（土）に孫を連れて圏央道とアクアライン
経由で鎌倉に行きました。東金八鶴湖よりも小
さな桜が両断に植わっている段葛を歩き、三の
鳥居に着きました。大鳥居の右に、鎌倉彫で有
名は博古堂があります。昔、自宅を新築した時
に「ついたて」を注文で作ってもらったことが
あります。現社長の近藤圭子さんにデザインを
してもらい、職人が彫り、大網の自宅まで配達
してもらいました。 
 近藤圭子さんは鎌倉ロータリークラブの会員
で、会員増強理事だそうです。地区は第 2780地
区。会員数は 75 名、内女性は 10 名です。例会
は毎週火曜日に鎌倉プリンスホテルで行います。
創立は昭和 36 年 2 月 14 日ですので、東金ＲＣ
とほぼ同じであり、平成 21年 2月に鎌倉西ロー
タリークラブと合併しております。海外姉妹ク
ラブ（台湾、カリフォルニア）、国内友好クラブ
（京都ＲＣ、奈良ＲＣ、金沢ＲＣ）、海外友好ク
ラブ（ローマＲＣ、ハワイＲＣ）など。 
 鶴岡八幡宮の中にある蓮池は、白と赤の花で
満開を過ぎてましたが見事です。池の中は亀と
鯉が泳いでいる見事な蓮池です。八鶴湖も早く
そうなってもらいたいです。八幡宮の次は山の
中をハイキングです。木の根が階段で、何処に
行っても外人が多く、山の中を人が連なって歩
いているのは、異様な光景です。 
 そして、長谷の鎌倉の大仏に行き、さらにま
っすぐ歩くと海に道は繋がります。海も人ばっ

第 2787回 例会の記録<8月 1日＞ 
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かり。そのまま駐車場の鎌倉市役所までなんと 4
時間も歩き、距離は約 10キロ。疲れました。 
 歩きながら考えました。なんでこんなに人が
来るのだろうと。そして 3 年後の東京オリンピ
ックに外国から来る観光客は、必ず鎌倉行がセ
ットになっているはず。何故なのか。その理由
は、本物が沢山有るからでしょう。山あり海あ
り、円覚寺・建長寺などの有名なお寺があり、
神社があり、大仏があり、そして川端康成、小
林英雄、山本周五郎などが通ったお店がまだ営
業している。スーパーが無いので裏道には小さ
な商店がギッシリ、そこにお客もギッシリ、い
つ行っても同じ光景です。 
 人口減少社会になり、外から人を呼ぶには、
「本物」という物がどうしても必要です。なら
ば、当地区はどうするか。大きな課題ですが、
知恵を出しましょう。 

誕生祝い 

並木孝治 会員 
 
 
 

幹事報告 

並木 孝治 幹事 
○理事会報告をご参照ください 
 

委嘱状伝達 

 
中村隆則 会員 副会長、職業奉仕委員 
 
 
 
 
 
 
 

出席率  ８月１日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ７３．３３％     １，７９８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 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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米山奨学生スピーチ 

 
ナレットさん 
皆様、こんにちは。お元気ですか。私も元気

です。今日もご支援して頂き、ありがとうござ
います。今日は皆様がご支援して頂き、私の生
活と考え方がどのように変わったかお話させて
頂きます。 
最初は日本へ来た時、国費留学生として日本

の政府から生活費にサポートがありました。そ
の時自分は日本で学業を頑張るだけ、母国に戻
って、教師になりたいと考えていましたそして、
勉強の以外は外部活動に何もしませんでした。
また、国費留学生を延長するためには、一定の
成績が必要です。しかし、私の成績は文部科学
省が決めった範囲に入ってないから、奨学金が
禁止になりました。そのあと生活費のためにア
ルバイトをしました。平日以外も、特に土日は 8
時間一所懸命アルバイトを続けました。アルバ
イトをやりすぎると、自分の余裕時間がないし、
勉強する時間が減るし、成績はママになりまし
た。 
今年はロータリー米山奨学会に支援して頂き、

勉強はよく出来て、外部活動に参加することが
出来ます。以前はアルバイトをしないと、生活
費に困ることになっていたので、自分の義務で
した。今は皆様が支援してくださり、アルバイ

トはあまりしなくても、問題はありません。ま
たは、ボランティア活動にも参加することが出
来ます。今月 7 月 16 日に ASEAN Academic 
Forum にカメラマンとして、ボランティアに参
加しました。こちらは在日カンボジア留学生協
会から引っ張ってくれて、参加することになり
ます。さらに、他の NPO などに参加する時間
もあります。 
特に、ロータリー米山奨学金は日本政府の奨

学金と大部違ったと感じます。前は国費の時、
ご飯を食べる時には、政府からもらった食事を
余しり感謝しませんでした。しかし、ロータリ
ー米山奨学金を頂いて、食事をとる時、よく皆
さまに感謝の気持ちを思い出します。さらに、
最近土日にあまりアルバイトをせずに、家で大
学院試験の勉強をします。特に、自分の感謝の
気持ちには皆様に返却するのは必要はないし、
皆さまにもその分をもらうのはいらないそうで
す。けれども、自分自身への約束として、将来、
皆様からもらった支援を未来の子供に返却しよ
うと思います。本当に、ありがとうございます。 

スピーチ 

 
並木 孝治 会員 

 鈴木さんに「暑い中にお母さんが良く生んだ」
とおっしゃっていましたが、私は夏生まれなの
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で夏が暑くても平気です。夏生まれは少ないで
すね。 
 おとといは観光協会のＰＲで木更津に行って
きました。宇野さんも一緒でした。三井アウト
レットは人がたくさんいて、食事をとるのも大
変でした。席が取れない。11時ごろから回転ず
しの前にずらりと人が並んでいました。個人的
に同窓会の幹事をしていて、同窓生が来てくれ
て、一緒に食事をしました。観光のためのＰＲ
に、団扇を見せて配りました。全部で 300 ぐら
い配って、11 時からと 14 時から、YASSA 
Comachi のダンスを披露しながら配ります。 
 観光協会のＰＲは地道な活動で、毎年行って
います。これが終わると十五夜、十三夜のＰＲ、
山王台の初日の出、その後 3 月下旬からさくら
まつりのＰＲです。 
 これ、誰かが欠けてしまうと大変です。身体
が続く限りやって行こうと思います。これも一
つの奉仕の生き方ですね。若い人に引き継げる
ように、若い人を連れて行きたいと思います。
ロータリアンの方で関心のある方はいつでもご
一緒できますから、お声をかけてください。 

会長よりお願い 
8 月いっぱいをめどに、各会員お一人ずつ、

卓話者を推薦してください。お手元に職業分類
表を配布しました。こちらを参考に、皆さんの
お知り合いをご推薦下さい。 
卓話がきっかけでロータリーに関心を持って

もらって、入会につなげたいという目論見もあ
ります。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 

やっさフェスティバル清掃奉仕 
～第 2788回例会 8月 19日～ 

 
 ロータリアンが商工会館に集合、やっさフェ
スティバル終了後の会場の清掃奉仕をしました。
この日は、日中は雨模様でしたが、夜はお天気
も良好で、美しい花火も観ることが出来ました。 
 パトカーの先導の元に、東金市観光協会、東
金ビューロータリークラブなどの他団体の皆さ
んと一緒に、ほうきや火ばさみを使ってゴミを
集めました。 

 
 奉仕を終えて、市内の鮨正さんで慰労会です。
この日は会長・幹事会があり、並木幹事が成田
空港南ＲＣ，東金ビューＲＣの会長・幹事さん
をお連れして、にぎやかな懇親会・慰労会とな
りました。 
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