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第 5９巻第 19号 通巻第 2787号 

第 2805回 移動例会 

2018年（平成 30年）2月 6日 
12:15点鐘 大髙醤油(株) れすとらん庄右衛門 

 

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 

結婚お祝い 

 

幹事報告 

米山奨学金授与 

表彰 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

職場見学 

秋葉 芳秀 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 

並木 孝治 幹事 

れすとらん庄右衛門 

秋葉 芳秀 会長 

小林信雄会員、菅原實会員 

秋葉芳秀会長 

並木 孝治 幹事 

カン・パンナレットさん 

鈴木 昭江 様 

大髙醤油株式会社 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 

         

 



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

 

Page 2 

 会長挨拶 

 

秋葉 芳秀 会長 

皆さま、今晩は。昨晩からの雪も、この
時間には殆ど溶け、道路も普段通りに走れ
ます。久しぶりの雪で大騒ぎしましたが、
雪国の人から見れば笑われるような雪景
色です。 
本日の夜間例会は、卓話者として山武市

長の椎名千収様にお越しいただきました。 
そして、東金市議会議員の前嶋様、東金商
工会議所青年部長様にもお客様として、ご
参加いただいております。 
当クラブの創立は昭和 34 年９月 15 日、

スポンサークラブは茂原ロータリークラ
ブです。創立後、もうすぐ 60年を迎えま
す。今日の例会は、第 2804回目になり、
単純平均すると年間 47回の例会開催です。 
60年も続いている当クラブですので、創立
者たちの思いを尽くすためにも、これから
も有意義なクラブ運営に努力して参りま
す。 
本日の卓話者の山武市長・椎名千収様は、
元東金ロータリークラブのメンバーです。 

椎名様の入会時期は、私の入会日と大きな
開きはありません。 
過去の活動記録を見ますと、 
〇昭和６１年度の若林博美会長・岩澤和夫
幹事のときの世界社会委員長。 
〇昭和６２年度は金杉雄幸会長・杉田憲治
幹事のときの国際奉仕委員長。 
〇平成元年度の大坪成彬会長・今井利雄幹
事のときはＳＡＡ。 
〇平成２年度の杉原市郎会長・山本忠司幹
事の時の青少年奉仕委員長。 
つまり、まだ幹事と会長を経験しておりま
せんので、椎名様には再度の出番が待って
いることになります。近い内にお迎えに行
きますので、その節はよろしく。 
厚生労働省の推計では、死亡数から出生

数を差引いた人口の自然減は、2017年の１
年間で、統計開始から初めて 40万人を超
え、40万３千人になるそうです。 
人口減のペースは今後さらに加速し、内需
中心の国内のあらゆる事業は、否応なく試
練のときを迎えます。 
このことは、ロータリークラブの持続と
いう視点から想像しても、大変なことです。 
私達は、これからも「危機感」を持ち続け、
60年続いている東金ロータリークラブを
更に前進させる基盤を、しっかり作ってい
く努力をいたします。 
椎名氏の長い行政経験から出るお話を参
考にし、東金ロータリークラブの運営に活
用したいと思います。 
本日は、宜しくお願い申し上げます。 
 
 

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2804回 例会の記録 <１月 23日＞ 
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幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

〇会長幹事会がありました 
〇２月２０日 I.M.（一宮館にて）は１２時
にレンタカーが商工会館を出発します 

お客様ご紹介 

 
前嶋 里奈 様      五木田 勝仁 様 

卓話 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎名 千収 様 

東金ＲＣとの縁 

今から 27年前、私は東金ロータリーク
ラブでお世話になっていました。町長の不
祥事を受け、1990年 12月 23日に選挙とな
り、私は 45歳の時にロータリー精紳で選
挙に臨みました。当時のガバナーにお願い
し、ロータリーの標語「思いを尽くし熱意
を尽くし」を選挙カーに書きました。結果、
成東町長を３期 12年、山武市長を３期 12
年務め、2018年４月 22日が任期で、近々
公務から解放されます。その間、東日本大
震災等様々な経験をし、社会勉強をたくさ
ん致しました。 

縮小する社会 問題 

山武市では人口減少が問題となっていま
す。日本社会全体が縮小していますが、特
に地方は極端に小さくなります。 
これは大変な問題ですが、最初はぴんと
来ませんでした。その例として、ごみ処理
施設の建設についてお話します。現在、東
金市、九十九里町、大網白里市でごみ処理
施設の建設を計画しています。前回の建設
では、処理できる量を考える時に、当時の
ごみの量に増加分をプラスして作りまし
た。今回の計画では、まず、今のごみを処
理できる施設として 100トンのごみを処理
する炉が必要です。ですが、10年後にはゴ
ミが少なくなり、70トンを処理する炉で足
りるとされています。将来は 70トンで足
りるのに、100トンの炉を作らなくてはな
らず、過剰投資となります。これは、縮小
していく社会のむずかしさが良くわかる
例です。 
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私は今までの考え方を 180度ひっくり返
さなくてはならないと思いました。縮小す
る社会とは、自治体運営にとって重大な問
題です。 

山武市とオリンピック 

山武市では、従来から市の施策を長期的
に考えるために、基本構想・基本計画を策
定し、総合的な街づくりを進めて参りまし
た。ここに、2020年の東京オリンピック開
催が降ってきました。当時の副市長が「（オ
リンピックを）傍観するのですか？応援す
るのですか？」と尋ねてきまして、街づく
りに良い影響を期待して、応援することに
決めました。 
さっそく庁議で「応援」と決めまして、
せっかく応援すると決めたのだから、先頭
を切ってどこかの国の事前キャンプを引
き受けることにしました。庁内に四つの部
会を作り、事業立てをいたしました。その
後、国では「ホストタウン構想」「地方創
生」が打ち出され、山武市としては国や関
係機関に出かけて、取り組みの事例を聞い
てもらいました。 

スリランカとの縁 

山武市にはスリランカの人が多く住んで
います。山武市在住外国人の中でスリラン
カ人は 4番目に多い。このように、すでに
スリランカとの関係が少しございました。 
東金市に在住の鈴木先生が、旧山武町で
校長先生をされていたころ、奨学金でスリ
ランカの子どもに学費応援をしていまし
た。この鈴木先生にお願いしまして、スリ

ランカのお坊さんを紹介していただきま
した。そして、スリランカのオリンピック
選手団の事前キャンプを山武市で応援し
たいとお話をいたしました。スリランカで
は僧侶の地位が大変高く、そのお坊さんが
大臣に直接お話をしてくれまして、スリラ
ンカとの関係が出来ました。 

様々な取り組み 

以下、様々な取り組みをしております。 
・スリランカ大使による学校での講演 
・スリランカオリンピック委員会事務局長
の訪問・施設案内 

・山武市議員スリランカ訪問 
・スリランカ政府職員研修生が地域のお祭
りに参加 
・パラリンピックのボッチャ大会 
・トップアスリートによる子どもの 
スポーツ教室 

・一校一国運動 
・スリランカフェスティバル 
・三か国語（英・韓・中）の山武市マップ 
・グローバルセンター（民間）による 
様々な教室 
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青少年交流 

山武市では夏休みに中学・高校の 2年生
を中心に 10名ほど、1週間スリランカに派
遣しています。語学研修に加えて、以下の
ようなところを公式訪問いたします。 
・スポーツ大臣 教育大臣 国会議長との
面談 

・日本大使館の大使や書記官による、大使
館の役割・業務のレクチャー 

・JICA青年海外協力隊の活動現場（子ども
の支援）見学 

・日本の進出企業見学 
・中学校見学（都市部・地方） 
・交歓行事（奨学金事務局のお寺） 
学校では、日本に比べると貧しい暮らし
をして、不十分な設備の中で勉強している
子どもたちが、将来の夢を語ってくれます。
その様子を見て、日本の子どもたちが「日
本で自分は恵まれた環境にいる」「自分た
ちが本当に幸せかどうか考えた。スリラン
カの子どもの方が幸せかもしれない」など
の感想を帰国後に述べていました。1週間
の派遣で、子どもたちが大きく変わる様子
を見て、送り出す側として良かったと思っ
ています。 
オリンピックを機会に始めた取り組みで
すが、子ども 1人 1人が自分の人生設計を
しっかりして、幸せをつかんでほしいと願
っています。このように、山武市では子ど
もの教育に力を入れています。 
合併から 12年、私は山武市長を務めて

参りました。その間、一人ひとりの幸せの
追求と、山武市を外に向かって開かれた市
にしたいと、様々な取り組みをして参りま

した。子どもたちが、この地域の為に頑張
ってくれるように願うとともに、自分に続
く人が同じような気持ちで事業を続けて
ほしいと願っております。実はこの JICA
の青年海外協力隊に、山武市職員の中から
行きたいと希望する人がおり、昨年の 7月
から 1 名、セネガルに出かけております。
2年後に、彼女が帰国し、様々な経験と新
しい価値観をもって山武市に帰ってくる
ことを楽しみにしております。 
以上で私のお話を終わります。ご清聴あ

りがとうございました。 

 
 

お誕生お祝い 
 

菅原 實 会員 
 
結婚記念祝い 古川 秀夫 会員 おめでとうございます 
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新年会 

 

 
菅原 實 会員のご発声で 乾杯 

 

ニコニコ BOX 
〇お招きいただき、ありがとうございます 

             椎名市長 様 

〇 本 年 も よ ろ し く お 願 い し ま す          

高橋邦夫 会員 

〇お酒が美味しいでしょう 

             高山友二 会員         

〇楽しい一時をご一緒させていただきます        

宇野英雄 会員 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

出席率  １月２３日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 １００％    １４，０００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 

２月例会予定 

６日 移動例会 大高醤油様にて 

13 日 祝日週休会 

20 日 I.M.（マイクロ 12時出発） 

25 日地区大会（マイクロ 8時出発） 

27 日 振替休会  

 
詳細はクラブ通信をご参照ください。 
よろしくお願いいたします。 
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