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◆会長挨拶 小林 信雄会長
先週は例会が賑やかでした。ガバナー補佐

小川秀次様、同補佐幹事 前島康夫

様、東金商業高校インターアクトク

ラブ担当顧問、下江 美徳先生、そ

れに米山奨学生 楊文壇さんのご出

席を頂き賑やかな例会となりました。

会員全体の皆様のそれぞれの努力が、いま実

を結んで希望の光が具体的に目に映るところま

で辿りつきました。そのように思います。

当初は、東金ロータリークラブ創立 50周年記

念式典終了を期して記念式典委員役員を筆頭に

辞める人が多く、私も会長を引き継いで今後ど

うなるんだろうと思いました。その中で川の水

が流れるように、一年間皆様と例会を続けて参

りました。次年度、次々年度そして将来に期待

するところ大きなものがあります。ただ計画も

何も全く緒についていない部分があります。

○職業奉仕活動

○他クラブとのメークアップを含むより緊密な

交流

○国際的な奉仕と交流、会員及び青少年派遣、

海外友好クラブ連携

などについては未だ為し得ないと反省するとこ

ろにあります。

本年は東日本大震災により国家

全体が自粛の年になり、生活環境

のあたりに停滞ムードが漂いまし

た。

われわれは負とするところはシ

カト（無視）し、自家撞着をさら

に慎み前を向いて歩くことに道はある。

その道は １．国家の繁栄 ２．自然の営み

３．人間の営み ４．人々の幸福 を祈ること

ができるということである。当会場を使用して

の東金ロータリークラブの例会もいよいよファ

イナル（a final conference）となりました。

来週は会場を移しての移動例会となります。

一年間ご協力を頂きありがとうございました。

◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・第１回 R財団地域セミナー

６/30(木) 08:00 登録

グランドプリンスホテル高輪

・クラブ奉仕セミナー

7 月 23 日(土)13:00 登録

ホテルポートプラザ千葉

+

2009～2010 年度

国際ロータリー会長 Ray Klinginsmith
第 2790 地区ガバナー 織田 吉郎

第 6分区ガバナー補佐 小川 秀二

東金ロータリークラブ会長 小林 信雄

幹事 市東弥寿雄

クラブ広報委員長 豊福 豊次

創 立 1959 年(昭和 34 年) 9 月 15 日
ＲＩ承認 1959 年(昭和 34 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
Web サイト http://www.togane-rc.jp/
事務所 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 0475-55-5766

2011 年(平成 23 年) 6 月 21 日 第 52 巻 第 44 号 通巻第 2511 号

第 2511 回例会 6 月 21 日 18 時 00 分点鐘 会場：割烹 志津本

今週の合唱〈手に手つないで、四つのテスト〉

① 開会宣言と点鐘 ②会長挨拶 ③幹事報告 ④次年度会長挨拶

⑤次年度幹事挨拶 ⑥ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑦閉会宣言と点鐘

前回の記録（6 月 14 日）
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・７月 12 日(火)寺田ガバナー補佐 就任挨拶訪問

・７月 26 日(火)山田ガバナー公式訪問

◆親睦活動委員会 小髙 徹委員長

本年度のテーマは例

会を楽しく、また会員が

例会に出席したくなる

ような親睦活動を行っ

てゆきますと言うこと

で、SAA と協力して全

員を歓迎する。

そしてニコニコ BOX の充実、夜間例会の実

施、これはこれからの課題として致しませんで

した。合同例会の実施は、1 月東金ﾋﾞｭｰ RC と

の合同例会を実施しました。10 月の地曳網は国

際交流委員会と協力して九十九里浜にある真亀

の「かねせん海の家」において実施しました。

雨中での地引網でしたが、JIU の学生さん 80

名、成田空港南 RC の会員の協力を頂き楽しい

良き日が過ごせたと思います。

4 月予定の「お花見会」は、3 月 11 日 14;46

マグニチュド 9.0 の「東日本大地震」により、

5 月になりましたが大多喜 RC との「筍堀り」。

成田空港南 RC とのチャリティゴルフも雨の中

でのプレーでしたが、皆様のご協力で全て盛会

のうちに終わることができました。

次年度の親睦活動にも、本年できなかった分、

ぜひ協力していきたいと思います。

◆クラブ奉仕 鈴木康道委員長

年頭初、髙い理想を掲

げスタート致しましたが

なかなか思うように実行

できませんでした。

深く反省しています。

◆クラブ管理運営 高橋邦夫委員長

(活動報告)

会員各位の協力を得て、18 回の会員卓話を実施

し、会員の相互理解を深めることができました。

外部卓話は「地域との交流」をテーマに税務

署長、副市長、商業高校長、

RC 職業奉仕代表にもお越

しいただき、留学生卓話に

より城西国際大学留学生と

の親交を深めました。

行事の合間を縫って多くの卓話により例会を

充実でき、出席率向上に貢献できました。

(反省)

例会行事の時間配分が課題で、本来 25 分間

の卓話時間を確保すべきところ、半分程度の時

間しか残されていないこともしばしばあった。

特に外部卓話の際には十分な時間を確保でき

るよう配慮が必要です。同様に、時間の関係で

Ｒ情報に関する報告等も不十分であったことも

反省点です。

★結婚祝いありがとうございました

…市東 弥寿雄幹事

★誕生日お祝いありがとうございました

…小林 信雄会員

★結婚祝いただきました …小久保良行会員

★3.11
東日本
大震災
義捐金
1,000 円

◆出席率

会 員 出席者 出席率
２５名 １８名 ７２％

6月 14 日
コインＢＯＸ
２，１３０円

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。
(緊急の場合は当日１０時までに) 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 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp


