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第 5９巻第 11号 通巻第 2779号 

第 2796回 例会 

2017年（平成 29年）11月 7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 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生者お祝い 

結婚記念お祝い 

 

 

米山奨学金授与 

スピーチ 

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 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

高橋邦夫会員、古川秀夫会員 

高橋邦夫会員、越川嘉明会員、

鈴木康道会員、 

事務局 鈴木君江、藤本晴枝 

カン・パンナレットさん 

カン・パンナレットさん 

司法書士 風間 將美 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 
皆様、こんにちは。 
１０月２２日の日曜日は第４８回総選挙の投

票日でしたが、台風という強い風雨に見舞われ
た影響で、千葉県は５０％割れの戦後最低の投
票率でした。 
政治家は、言葉と行動で人物が評価されます。 
私がすごいなと思う方は、千葉４区・船橋の

野田佳彦氏です。自分の考えを書いた「かわら
版」と称するＡ４の用紙１枚を、１０日毎に配
っています。それを、かなり前からずーっと続
けている、これはすごいことです。そして、早
朝の駅頭で演説をする。こういう方は他にいま
せん。 
絶え間なく情報発信を行い、ぶれない姿勢を、

年寄りも若者も高い評価をしています。書いた
中身は当然のこと重要ですが、それよりもその
姿勢が共感を呼びます。今回は無所属で当選さ
れましたが、「野田党」の応援団はすこぶる健在
でした。 
私達の選挙区である千葉１１区は、予想通り

の方が当選なされました。私が考えるに、この
方は「情報発信力」に難点があるようです。応
援している人たちの為に情報発信を盛んにし、
皆に喜んでもらう必要があります。１０日毎に

配る必要はありませんが、野田氏の良い点を学
ぶべきです。 
１０月２０の金曜日、有楽町の帝国ホテルの

反対側にある「シアター クリエ」に行き、妻
と「土佐堀川」という生の演劇を観ました。「近
代ニッポン、女性を花咲かせた女 広岡浅子の
生涯」です。 
ＮＨＫ朝のテレビ番組「あさが来た」を、残

念にも私は一度も見たことがありません。広岡
浅子役は、高畑淳子（アツコ）という俳優が演
じております。高畑敦子は、「七転び八起」では
なく「九転び十起」の広岡浅子の生涯を演じま
す。 
日本女子大学や大同生命を創立した女性の一

生を劇で観て、久しぶりに感動しました。テレ
ビや映画よりも、俳優が劇場の舞台で演じる生
の演劇から受ける感動は格別です。俳優の緊張
感、それがストレートに伝わる名舞台を堪能で
きました。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 
〇10月 21日に会長・幹事会がありました 
〇11月 7日 11:30～理事会 
 11月 14日、28日の 3回例会があります 
〇青少年交換留学生の募集が来ています 

第 2795回 例会の記録 <10月 24日＞ 



======================Togane Rotary Club  2017-18 ===================== 
 

 

Page 3 

〇12月 9日国際交流パーティーで「上を向い
て歩こう」を歌う予定です 

委員会報告 

 
秋葉 芳秀 会長 
卓話を依頼する人の候補 
11月 7日：風間將美 司法書士様 
12 月 12 日：有限会社佐藤金属工業 代表  
佐藤史郎様 
 主に、釣りに使うおもりを作っており、且

つ、薬剤師、オーケストラや合唱団の指揮者で
もある。小沼田工業団地に入っている会社や、
東商会に所属している団体の情報も得ていきた
い。 

 

 
有限会社 佐藤金属工業のホームページより 

日程未定：鵜沢善一さん 鵜沢ネット（株）
ネットの工場 川の拡幅の護岸工事でグリ石を
入れる特殊なネット等を作っている。 

 

 
鵜沢ネット（株） ホームページより 

 
卓話を依頼し、メンバーにお誘いし、会員増

強を目指したい。お知り合いの方でユニークな
事業をしている方がいらっしゃったら、是非ご
紹介いただきたい。 

 

会員増強に向けた懇談 
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東商会は、過去、東金税務署に表彰されたメ
ンバーの任意団体。優秀な企業の集団。法人会
の会報に選ばれて掲載されている会社だから、
業績の良い会社という事になる。これから、東
商会のメンバーを調べて、ロータリーの会員と
してふさわしいところには、ロータリアンの皆
さんのご協力をいただいて誘いたい。 

 

 
卓話を依頼して、ロータリー入会に誘うとい

う方法が一番いいのではないか。 
並木さんが、過去に三宅さんのご指導をいた

だいていろいろな方をお誘いした。あまり良い
ことばかり並べてお誘いするとうまくいかない。
例会の回数や、会費など、いわゆる義務もお伝
えしないと。予め、会員の条件などをお伝えし
ておく必要がある。 

 
環境整備はできた。会費は 2 年間半額。以前

よりも説明しやすくなったと思う。会費は安け
れば安いほうがいいわけだから。 

 
 

情報研修会の中で、茂原のロータリアンが 
「ロータリーは高嶺の花で、なかなか入れない
という時代があった」と言っていた。過去は 1
業種 1 名だったから。昔は東金の代表という位
置づけだった。 

 
今年の会長エレクトは古川さん。その次の会

長エレクトとして、南総通運の中村会長さんに
お願いしたらどうか、という話になっている。
60周年の年にもあたるので、最適な方だと思う。
その時までにも、メンバーを増やしていきたい。 

10年ごとの祝い事は内輪の祝いなので、75周
年の時は規模を大きくする必要があるが、60周
年はそれほど大々的でなくても良いと思う。 

 
例会そのものも、演壇などは取り払って、フ

リートーキングでいろいろな情報を集めるよう
な会合にしてはどうか。みんなでテーブルを囲
むような形でやる方法。外国等では、そのよう
な方法を取っているところも多い。 

 

 
 

出席率  １０月２４日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ６６．００％     ５００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 

ニコニコ BOX 
 

○当社構内で行った「クラフトマーケット」に

予想以上の大勢の方が来てくれました。 

              菅原實 会員 


