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第 5９巻第 10号 通巻第 2778号 

第 2795回 例会 

2017年（平成 29年）10月 24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 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治 幹事 

かしま 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

 

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 
報告事項（すべて了承） 
〇10月 17日（火）ロータリー情報研修会 
登録 6名 茂原市役所にて 現地集合 

〇10 月 21日（土）18時から 第 2 回会長・
幹事会 東金ＲＣ幹事 志津本にて 

 
検討事項（すべて承認） 
〇12月 9日（土）国際交流パーティー 
場所：東金市中央公民館  
出し物：歌「上を向いて歩こう」 
練習の機会を作る 

〇今後の卓話予定 
11月 7日 風間將美 司法書士 
11月 14日 右田和実 東金警察署長 

〇会員増強について  
 会員候補者の情報共有 
〇その他 
 12月 12日（火）移動例会 八鶴亭にて 

会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 
本日は、東金法人会の古城会長をお招きし、

卓話をお願いしました。前会長・中嶋様からバ
トンを受け、東金法人会の発展のため、大車輪
で活躍中です。 

東金法人会は、昭和２５年２月に山武法人会
としてスタートしておりますので、東金ＲＣよ
りも１０年程の長い歴史を刻んでおられます。 
かつて公益法人の制度改革が行われ、それを

契機に平成２５年４月、一般社団法人ではなく
公益社団法人として再スタートをしたことにな
ります。公益活動、すなわち「納税意識の高揚
と社会の健全な発展に貢献する経営者団体」を
目指し、約２０００社の会員が集まっています。 
特に会員増強運動では、最近の２年間は目標

を遙かに超える３００％の達成率であり、今年
もチャレンジするそうです。 
今日の卓話をお聴きし、東金ＲＣの会員増強

に向け、何らかの知恵が得られると考えており
ます。古城会長、どうか宜しくお願い申し上げ
ます。 

幹事報告 
理事会報告をご参照ください 

誕生祝い・結婚祝い 

誕生祝い 高山友二 会員  
越川嘉明会員、野口雅子会員、中村隆則会員 

宇野英雄会員、吉田克己会員 おめでとうございます 

第 2793回 例会の記録 <10月 3日＞ 
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結婚祝い 並木孝治 会員 
野口雅子会員 おめでとうございます 

米山奨学金授与・スピーチ 

 
 
皆様、こんにちは。今日も奨学金をご支援し

て頂き、ありがとうございます。今回はカンボ
ジアについてお話しさせて頂きます。去年日本
人の友達をカンボジアに連れて観光案内した経
験から、話したいと思います。まず、空港に到
着した時、天気に驚いていました。だいたいカ
ンボジアでは一年間中平均気温が 30℃くらい、
日本人には暑く感じます。日本には 4つの季節、
春、夏、秋、冬があります。カンボジアには雨
季と乾季があります。そして、一年中半袖シャ
ツをよく使います。 
さらに、交通機関にも特徴があります。カン

ボジアは日本のように電車が多い国ではありま
せん。電車もありますが、人があまり乗らず、

荷物を運びます。そして、皆は自分が持ってい
る自転車、バイク、車などを利用して、通勤し
ます。私も学校へ行く時、バイクに乗って行き
ます。私が日本へ来る前には、都市内で利用す
る短距離バスはありませんでした。2 年前に日
本の JICA が都市内にバスプロジェクトを作っ
て、提供して頂きました。そのバスはあまり人
気はありません。けれども、バスプロジェクト
のおかげで、渋滞が少し減っています。また、
道路を横断するのは面白いです。交差点が広い
ので、皆がよくどこでも横断します。ただ、横
断する際に、左右を見て、気を付けて、道路を
渡ります。短いですが、簡単に終了させて頂き
ます。ありがとうございました。 

卓話 

 
公社）東金法人会 会長 古城大明 様 
 

会員増強運動 

東金法人会は会員の年会費で運営しています
ので、会員数の減少は存続に影響する問題です。
数年前に退会者が増えて事務職員を減らす事も
真剣に考えました。そんな訳で会員増強運動に
は力を入れて頑張ろうとした 13 年前に組織副
委員長を仰せつかり、なんとか県連目標の 150％
以上を達成しようと支部で行動目標を立てて臨

米山奨学生 ナレットさん（右） 
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んだ推進会議に、肝心の組織委員長が出てきま
せん。至急本人に連絡を取りましたら（市会議
員兼務）議会があるために出席できないという
返事でありました。（本来議会のない日に決めた）
いつ来るか待っていた 50 人の役員はあきれる
やらがっかりで、その年の会員増強運動は県連
目標８５％と散々な成績でリーダーがリーダー
シップを発揮しないと、つくづく考えさせられ
ました。 
翌年（17年）は私が手を挙げて自ら組織委員

長になりました。会員増強運動は支部役員とし
て 20年の経験があり、得意にしていた分野でも
ありましたので特別な意識もありませんでした。
ただ前年の 85％にはがっかりで、県連目標
150％以上は絶対に達成しようと強い気持ちで
いました。（150％達成は金賞で 15万円もらえる
ため。現在は 10万円） 

17年度の会員増強会議は、最初に人間の五毒
（不平不満、愚痴、文句、言い訳、怒り）は言
わない事、支部の加入率による目標設定を決め
てパワー不足の支部には応援に出向き、今まで
に経験ないくらい 9 月から 12 月 31 日まで本当
よく動き、未加入企業を訪問しました。強い信
念 150％以上を達成すると決めた最終の数字が、
なんと 88 社 200％達成です。みんなびっくり、
夢のようでした。 

1年目でいきなり 200％達成という事で、2年
目は 200％のプレッシャーで大変でした。会員
増強は支部役員が 1台の車に 3～4人が分乗し訪
問するパターンが未加入法人にも好印象で効果

があり、加入の可能性が高いのですが、最近支
部役員が集まりにくくなって支部長一人で苦労
している支部もあります。2 年目も 89 社 206％
でなんとかクリア、3 年目は光町が銚子法人会
より東金に移転ということで横芝の役員と当時
の小川会長、西川副会長と残暑厳しい中一軒一
軒訪問し、熱中症一歩手前で訪問先企業が出し
てくれたウーロン茶で一息ついたことを今でも
思い出します。5年目は特定郵便局が、6年目は
宗教法人が法人会に加入してくれたことで、6
年間オール 200％で締めくくることが出来まし
たが、あまりの好成績で委員長のなり手がなく
困りましたが、矢部副会長が手を挙げてくれて
助かりました。24・25・26年銚子法人会の頑張
りに 3連敗し 2位に甘んじました。27年はじめ
銚子支店より東金支店に異動で来られた次長さ
んに銚子の情報をおたずねしましたら、全体の
80％は金融機関の数字であり、会長さんが飲み
会を開催したり、報奨金も出していることも聞
きました。すべてのまねできませんが東金法人
会も初めて飲み会と推進会議を開き、今まで無
挙績の金融機関の皆さんにも協力していただい
たところ、今までの倍近い数字が上がり、27年
度 94社313％、純増 19社 28年度 99社 330％、
純増 21 社という成績をあげることが出来まし
た。本年度は中島前会長よりバトンタッチを受
け会長を仰せつかり、県連の組織副委員長もお
受けし、目標 125社 403％、純増 40社を達成し
東金法人会の黄金時代を続けたいと思います。 

 

出席率  １０月３日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 ５３．３３％    １０，１００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 
 

○誕生祝 ありがとう  高山友二 会員 

 

○ご奉仕        高橋邦夫 会員 


	会員増強運動

