
Togane Rotary Club

◆会長挨拶 小林 信雄会長

7 Centuries, 7 Palaces

and 7 Palace Main

Course

Recepies ISTANBUL,

European Capital of

Culture in 2010 is the

ONLY city in the world that is situated on two

continents. Not only with its geographical

importance, Istanbul has its unique history of

8000 years and was home for two great empires.

Byzantine Empire (Eastern Roman Empire)

between 330 and 1453 and Ottoman Empire

between 1299 and 1918 (İstanbul was the 

capital between 1453 and 1918) have ruled

eastern mediterannean, asia minor, balkans,

middle east and north Africa from İstanbul.

Esentepe Rotary Club members welcome all

Rotarians and friends to İstanbul. Please 

contact club secretary Mr. Mert Gucluer

(mertgucluer@gmail.com) if you do

not want to miss this unique and

limited offer.

ISTANBUL ESENTEPE ROTARY CLUB

Founded in İstanbul in early 2005 and received 

its charter in December 25, 2005. Currently has

17 members including 7 Paul Harris Fellows.

2010-2011 President Mrs. Neylan Özdemir is a

psychologist. Despite being a young club

Esentepe has succesfully completed many

projects serving before self. Esentepe RC is

twin clubs with Greece’s Kozani Rotary Club

since June 2009.

ESENTEPE ロータリークラブのメンバーは全

てのロータリークラブ会員と友人を歓迎します。

2005 年 12 月 25 日にチャーターを受けました。

現在、7 ポールハリスフェローを含む 17 人のメン

バーがいます。 若いクラブですが、2009 年 6 月

以来、ギリシア・コザニ・ロータリークラブと対

をなしているクラブです。

◆幹事報告 並木 孝治会員

・銚子、旭 RCより活動計画書をいただきました。

･10 月 9 日(土)九十九里浜「かねせん」にて地

引網 JIU 留学生を招いて国際・家族親睦会

と行います。9：30 出発予定で商工会議所脇

にバスを用意しますのでご利用ください。

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
E-mail info@togane-rc.jp

2010 年(平成 22 年) 9 月 14 日 第 52 巻 第 10 号 通巻第 2476 号

第 2476 回例会 9 月 14 日 18 時 00 分点鐘：新千葉カントリークラブ

今週の合唱〈奉仕の理想、四つのテスト、手に手つないで〉

創立 51 周年記念例会 小川ガバナー補佐、前嶋ガバナー補佐幹事訪問

① 開会宣言と点鐘 ②会長挨拶 ③幹事報告 ④委員会報告

⑤卓話 拓殖大学 巻田和男教授 ⑨ニコニコＢＯＸ発表＆出席報告 ⑩閉会宣言と点鐘

前回の記録（9 月 7 日）



Togane Rotary Club

◆誕生祝い

長尾 邦俊会員

◆結婚祝い

小高 徹会員

◆卓 話 宮原 信道会員

（財）修養団活動の始まり

（財）修養団は、明治 39 年（1906 年）に創立さ

れた文部科学省所管の青少年社会教育

団体で、創設者は初代主幹、蓮沼門三

先生（明治 15 年２月生）です。明治

36 年、福島県から上京、東京府師範学

校（現在、東京学芸大学）へ入学した。

生徒は官費生ばかりで、授業料、食費、

制服、小遣いまで府県の費用で賄われた。蛮カラ

な学生・生徒の多い明治時代、天下国家を論じ、

大言壮語の青年達は自分の住む寄宿舎などは何時

掃除をしたかも判らぬ有様であった。当時の滝沢

菊太郎校長は規律生活、鍛錬生活をモットーにし

て、生徒の生活を引き締め、意思の強い青年の養

成を教育の目標としていた。こんな中で門三先生

が先ず始めたのが、全寮制寄宿舎生活での校内美

化作業である。同僚の言語道断の妨害に負けず校

内美化を続けたある日、その「愛と汗」の努力に

協力者、共鳴者が現れた。その輪は東京府師範学

校全体に広がり、校内美化運動は大成功を納めた。

その後も「校内風紀の一新」などなどに取り組み、

校内に新風をおくる。卒業を控え、これまでの運

動を一つに纏めて後々まで残るものにと考え、そ

うして出来た構想が修養団である。明治 39 年２

月 11 日、当時の紀元節（現在の祝日「建国記念

日」）を寄宿舎の食堂で、滝沢校長先生以下全職

員・学生 400 名列席のもと祝った。その席上、門

三先生は修養団創設の演説をした。「われわれ心を

同じくするもの同志が、団結の力で、一人一人の

修養をすすめ、みんな仲良く、力を合わせ、この

東京師範に、総親和、総努力の理想郷をつくろう

ではないか」と言うのが演説の要旨であった。更

に、この運動を広げる為「修養団」と言うガリ版

ずりの雑誌を創刊した。その後、雑誌名称を「向

上」に変更し活版印刷のものが日本全国１万の師

範学校、中学校、女学校の先生や関係者に配布さ

れる様になる。機関誌「向上」に依る修養団の評

価は高まり、各界高名な方々との交流も深まるが、

特に日本経済界の第一人者、渋沢榮一翁の知遇を

得る様になる。その後、翁との交わりは一層深ま

り、翁は、物心両面での協力を惜しまなかったの

であります。明治 40 年、目出

度く東京府師範学校を卒業し東

京市赤坂区の赤坂尋常高等小学

校に奉職するが、修養団の活動

はいよいよ活発になり明治 43

年教職を辞して団の事業に専念

する。団の運動は全国に広がり

新たな事業が次々に計画・実施され修養団の社会

教育事業は日本の社会教育史上に新しい１ページ

を加える発展を遂げた。第二次世界大戦終了時点

での団員の累計は 620 万人を越えていた。

現在は二代目主幹、蓮沼力太郎先生が後継者とし

てご活躍なされている。

☆誕生祝い、感謝 ・・・長男 邦俊会員

☆ご奉仕 ・・・秋葉 芳秀会員

◆出席率

会 員
出席者 出席率

２５名 １８名 ７２％

９月７日
コインＢＯＸ
１，３７０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

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


