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2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

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 

第 57 巻第 19 号 通巻第 2715 号 

第 2719 回 例会 

2015 年（平成 27 年）12 月 22 日 
12：30 点鍾 於：東金商工会館 4F 例会場 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

鈴木 康道 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

 

和食かしま 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

澤村 昌樹 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

12 月『疾病予防と治療月間』 

Disease Prevention and Treatment Month 



 

======================Togane Rotary Club  2015-16 ===================== 

Page 2 

会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 天候不順で何とも言えない陽気が続いていま

す。このたびは皆さんに大変お骨折りいただき

ました。快方に向って居りますのでご安心くだ

さい。 

 本日は東金税務署長の加藤さまをお招きして

の例会です。いろいろとご指導いただきたいと

思います。 

 先日 12 日の東金国際交流パーティの際、新

聞記者の方がお見えでした。今までにない盛り

上がりで、皆様のご協力に感謝申し上げます。

このような力がもっと外に拡大できるといいな

と思いました。 

 来年 5 月の国際大会は全員参加でとお約束し

ました。現在 2 名の登録があります。今からで

も遅くありません。国際的に広く、何万人もの

ロータリアンとの出会いがあります。その雰囲

気を一度味わっていただきたいことと、今回は

韓国で催されます。今年はリオデジャネイロで、

今回はこのような近いところです。これからで

も登録は間に合いますので、ぜひ奮ってご参加

いただきたいと思います。 

 何かのきっかけをもって、東金ロータリーク

ラブの活性化を図りたいものです。まずは親睦

ですので、韓国で美味しい焼き肉を食べるツア

ーにご参加をお願いいたします。 

 

幹事報告 
 旭ロータリークラブより週報が届いており

ます。 

 

委員会報告 

 
髙橋 邦夫 国際奉仕委員長 

 東金国際交流パーティを 12 月 12 日（土）に

行いました。今年は 133 名の参加者で、大変盛

り上がりました。ご協力ありがとうございまし

た。 

東金国際交流協会との共催で昨年から始め、

ロータリーデー行事として行っています。今年

は山武郡市内の中学校・高校にお声がけし、ト

ータル 10 校から 55 名の生徒が集まりました。

城西国際大学の留学生や国際交流協会の方々と

交流しました。いろいろな国籍の方がいるので、

いろいろな言葉が飛び交っておりました。この

行事はとても意義深いものなので、来年もぜひ

第 2718 回 例会の記録 ＜12 月 15 日＞ 
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行いたいとの国際交流協会からの希望がありま

す。次年度も実施予定で打ち合わせをしており

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 国際大会の参加につきましては、参加に関し

ましては会長にお任せをしておりますのでよろ

しくお願いいたします。 
 

 
 

お客様紹介 

 
東金税務署長 加藤 正人 様 

ご紹介： 高山 友二 会員 

 今日は東金税務署長の加藤正人様です。 

 千葉県千倉市のご出身とのことです。ご経歴

としては、査察関係が長いようです。 

税務署は厳しくもあり、我々にとっても国の

政策を遂行する上で一番大事な役所であります。

いろいろなお話をお聞かせいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

卓 話 

 
東金税務署長 加藤 正人 様 

 本日は東金ロータリークラブの例会にお招き

いただきありがとうございます。また、皆様お

忙しい中、私の卓話にご出席いただきありがと

うございます。このような機会を設けていただ

き、緊張をしております。 

 今日は「私の仕事と家族と仲間たち」という

ことでお話をさせていただきます。 

 私は今の南房総市、千倉町の出身です。高校

まで館山の学校に通い、国税の試験に合格をし

てその後税務職場におります。高卒ですのでノ

ンキャリ、たたき上げで東金税務署にお世話に

なることになりました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 私は税務署採用になりましたが、税務署勤務

は６署ほどで、ほとんどが国税局です。他官庁

では金融庁の手伝いで３年間、戻りましてから

一度退職し、預金保険機構で２年間おりました。

外から国税の職場を見させていただいたという

ところです。ノンキャリではありますが、２回

ほど出向をしているという経験から国税畑だけ

でなくいろいろと勉強をさせていただきました。 
 （資料がございますので、ご希望の方は事務局まで） 

 

ニコニコ BOX 
●62回結婚祝感謝    高山 友二 会員 
●誕生祝をいただきました。 

小久保 良行 会員 
●ご奉仕        古川 秀夫 会員 
●快方に向って居ります 鈴木 康道 会長 
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出席率  12月 15日 
会員数 出席率 コイン BOX 

22名 85.00％ 1,908円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（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 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 
Email: info@togane-rc.jp 

RI会長からのメッセージ 
 

K.R. ラビンドラン 
2015-16年度会長 
2015年 12月 

 

 

カナダ軍がオランダを解放した 1945年、この国は貧困の窮地にありました。人びとは飢えに苦しみ、中に
は子どもたちの姿も。悲惨な状況を目の当たりにし、心を痛めたカナダ軍兵卒の 4人は、オランダの子どもた
ちに、どうにかして特別なクリスマスをプレゼントしようと思い立ちました。 

4人は仲間の兵士にカンパを募り、チョコレート、ガム、キャンディー、漫画などを集めて回りました。軍
務の合間には、木材と針金でおもちゃのトラッ クを作り、配給タバコを売ったお金で縫いぐるみを買いまし
た。それぞれが母国カナダに残した家族を想いつつ、今自分たちにできるのは駐在地オランダの子ど もたち
を笑顔にすることだと信じて、クリスマスの準備に勤しみました。 

12月 1日には、プレゼントでいっぱいの袋が 4つでき、25日が来るのを心待ちにしていました。しかしそ
のわずか 2 日後、カナダ軍はクリスマスより もずっと前の 12 月 6 日に母国へ引き上げるとの指令を受けた
のです。カナダに帰るのを嬉しく思いながらも、複雑な心境の兵卒たちは、用意したプレゼントを 現地の孤
児院に預け、クリスマスに子どもたちに開けてもらうことを決めました。 
オランダを立つ前夜、4人の兵卒は孤児院へ向かいました。そのうちの一人は白ひげを付け、赤い帽子をか

ぶりました。クリスマスまでまだ数週間ありま したが、途上で教会の鐘が鳴り、家々には明かりの装飾がつ
いていました。ブーツで雪道を歩き進め、ようやく孤児院に到着すると、窓から 24人の子どもたち が食堂に
集まっているのが見えました。戦争が終わって数カ月が経っていましたが、まだ十分な食べ物がありません。
わずかな食事を前に、子どもたちの顔は青 白く、やせ細って見えました。 
サンタクロースに扮した兵卒が、力強く、ドアを 3回ノックすると、まるで魔法のように、子どもたちのざ

わめきが瞬時に静まりました。ドアを出てきた 神父は驚きを隠せない様子。後を続いて出てきた子どもたち
は喜びの歓声とともに、サンタクロースの格好をした兵卒の元へ駆け寄りました。クリスマスまで 3 週間あ
りましたが、実はオランダの「シンタクラース」は、聖シンタクラースの日の前日、12 月 5 日にやってくる
のでした。 
それから 1時間ほど、喜びいっぱいの大騒ぎでした。子どもたちはプレゼントを開けて大喜びし、お菓子を

楽しみ、お人形を大切に抱きしめました。最後 のおもちゃのトラックとチョコレートは、最後まで辛抱強く
順番を待っていた小さな男の子の手に渡りました。その子は兵卒たちにお礼を言うと、次は神父に向かってオ
ランダ語で何かをささやきました。神父が笑顔で相槌を打つのを見て、兵卒の一人が尋ねました。「その子は
今何て？」 
神父の目には涙がこみ上げています。「"きっと来てくれるって信じてた"とあの子は言いました」 

人びとに喜びをもたらすとき、私たち自身が犠牲にすることは何もありません。それどころか、喜びは何倍に
も倍増します。贈り物を贈りあうこのシーズ ン、私たちが受けた贈り物を、さらにほかの人と共有すること
で、喜びを何倍にも増やそうではありませんか。クラブ、そしてロータリー財団を通じて、思いやり、優しさ、
寛容さを示し、世界へのプレゼントになりましょう。 
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