
 
 

 

Page 1 

 

 

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 22号 通巻第 2718号 

第 2725回 例会 

2016 年（平成 28年）2 月 16 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 

「われらの生業」 

並木 孝治 幹事 

とんかつみつはし 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

古川 秀夫 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

2月『平和と紛争予防／紛争解決月間』 

Peace and Conflict Prevention/Resolution Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 

 先日の東金ビューRC１６周年記念例会に参加

いたしました。東金 RC からは６名の参加でした。

東金 RC でも東金ビューRC でも同じ問題を抱え

ているんだな、と思ったことをお話します。 

 メンバーがだんだん減りつつある。それに対

して打つ手がない。 

 八鶴亭にて夜７時から開始され、様子を見て

みると東金 RCと似た状態と感じました。これが

日本中で起きているようです。それをどうにか

しよう、という気持ちをみんなが持っているが

どうにもならない。経済状態でしょうか？私な

りに、地元の東金市田間新町という町内会、あ

るいは関連組織、祭りを支えるグループや敬老

会などの状況、特に敬老会の会長を昨年５月よ

り務めていることもあり、その地区の人口の増

え方や若い人の参画の状態を考えてみました。

それは自然にできたものではなく、地域のリー

ダーである人々、特に区長が熱意をもって、前

向きに積極的に、本当に粉骨砕身努力をしてい

る状態が表れて実を結んでいる、という状態で

す。その方がこの３月いっぱいで区長を終えま

す。 

 現在は人材豊富で立派なリーダーがたくさん

います。この人なら、という方がたくさんいま

す。この勢いで、私が勤めている敬老会のメン

バー35 名全員が元気です。82歳の元気でおしゃ

べりの好きなおばあさんがいます。男性 10名、

女性が 25名、総勢 35 名です。会長を引き受け

た当初は何をしてよいのかわかりませんでした

が、前任者の方がしっかりとサポートしてくれ

ました。そうしたことが新町全体で盛り上がっ

ています。そして田間区全体も上向き加減です。

自分の地区を自慢して申し訳ございませんが、

今一番勢いがあります。いい方向に向かってい

ます。私が一番申し上げたいことは、自然にそ

うなるものではなく、その時のリーダーの手腕、

心意気がグループに反映される。それを東金 RC

に置き換えてみると、これを恥じるわけですが、

今後も並木幹事とともに良い方向に向かうよう

頑張ります。一人一人がリーダーの気持ちを汲

んで、日本の国を良い方向に向かうよう、自分

が主人公だという機運を捨てずに頑張れば、活

性化になると思います。私も精いっぱい頑張る

つもりですのでご協力をお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 

 『ガバナー月信』と『ロータリーの友』が

届きました。 

 熊平さんより『抜筆のつづり』が届きまし

た。 

 各テーブルに本日の「会長・幹事会」で配

布されたガバナー提案の第六分区分割案の

資料があります。後ほど使用いたしますの

でご覧ください。 

 地区大会表彰の案内が届いております。昨

年度 RI会長賞、例会出席優秀クラブ表彰、

ロータリー財団年次寄付優秀クラブ表彰、

高山会員が長寿ロータリアン表彰です。 

 

 

 

 

第 2723 回 例会の記録 ＜2 月 2 日＞ 
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誕生祝・結婚祝 

 
結婚祝 （左より）小林信雄会員、渋谷章男会員、鈴木会長、

菅原實会員、安藤正義会員 

 

誕生祝 （左より）渋谷章男会員、鈴木会長、土濃塚事務局 

 

委員会報告 

。 

菅原實 職業奉仕委員長 

 1 月は職業奉仕月間でした。地区に卓話をお

願いして、職業奉仕委員の中村様にお越しいた

だき卓話をしていただきました。その時に申し

上げましたが、昨年「職業奉仕事例集」を作成

しました。6 人の事例集でしたが、今年も私が

職業奉仕委員長ですので、もう少しこれを拡充

したいと思います。昨年頂かなかった方、なん

でも結構ですので、社会に役立っている、地域

に役立っている、ということをお書きいただけ

るとありがたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 
小林信雄 会長エレクト 

 2 月 1 日に財団補助金管理・奉仕プロジェク

ト合同セミナーがありました。次年度幹事の秋

葉先生と出席させていただきました。 

 次年度地区あるいはグローバル助成金をもら

うにはこれに出席をしておかなければならなか

ったので急きょ出席しました。出来れば、皆さ

ん、特に財団関係あるいは社会奉仕、国際奉仕

の委員長の出席が望ましいとのことでした。も

う一つは、それに対して助成金を頂くにあたり

補助金として不正使用に関する報告書について

覚書の提出をしなければならない、ということ

です。覚書の署名を 2016-17年度の会長・幹事

ニコニコ BOX 
●結婚祝いただきました 安藤正義 会員 
●結婚祝を頂きました。 古川秀夫 会員 
●結婚祝と誕生祝ありがとうございます        

渋谷章男 会員 
●結婚祝いありがとうございました 

小林信雄 会員 
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が署名をし、提出をいたしました。次年度も国

際交流パーティで補助金を受けることができる

ようになりましたのでご報告いたします。 

 

 
髙橋邦夫 国際奉仕委員長 

 2 月 7 日の地区大会を拝見しましたところ、

次年度の地区大会は 9月 25日（日）を予定して

おり、地区大会にて決議されるとのことでした

ので、よろしくお願いいたします。 

 

会長・幹事会報告 

 

 本日は、各テーブルに「会長・幹事会」資料

つづりがあります。ガバナーからの書類です。

2006 年の中村ガバナーの時に区割りの見直し

案が提出され、第六分区では否決しました。今

回、櫻木ガバナーがこれを提案されました。 

 1 ページをご覧ください。改定案となってお

ります。６・７・８分区に分け、東金 RCと東金

ビューRCは 7分区の旭・八日市場グループに属

しています。3 ページ目をご覧ください。2790

地区の 13分区の現状が出ております。今回ガバ

ナーからの提案は第六分区分割案です。会長・

幹事会の席では、第四分区が 8クラブあり、手

付かずです。第三分区も Aと Bに分かれており

ます。６～７クラブの分区も多くあります。こ

れを会長・幹事会では、2790地区すべてを見直

すのであればよいが、第六分区だけ分割するの

は、長年の付き合いがあるクラブ同士なので、

分解をしないほうがよい、ということになって

おります。 

 これにつきまして、各会員の皆さんに話し合

っていただき、それを次回の会長・幹事会に東

金 RCの意見として持っていきます。案があれば、

テーブルごとに検討をしていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

（討議） 

 各テーブル、ご意見ありがとうございました。

皆さん今まで通りというお気持ちでした。いろ

いろある中で、被との交流や歴史もあります。

ガバナー補佐が忙しいときには補佐を置けばい

い、という話も出ておりました。これを会長・

幹事会に持っていきます。ありがとうございま

した。 

9:30 点鍾 

国歌斉唱「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

ガバナー 櫻木英一郎 

9:40 開会並びに歓迎の言葉 大会委員長 大木康司 

9:45 物故会員追悼   

9:50 来賓祝辞 千葉県知事 森田健作 

9:55 来賓及び参加者紹介   

10:10 挨拶、地区現況報告他 ガバナー 櫻木英一郎 

10:40 大会決議の発表 ガバナー 櫻木英一郎 

第 2790 地区大会 本会議 2 日目＜2 月 7 日＞ 
於：アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 
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10:45 寄付贈呈発表（R財団、米山記念奨学会、希望の風） 

10:50 表彰（個人）   

11:15 ロータリー平和フェロー紹介 小委員長 青木忠茂 

 青少年部門紹介 統括委員長 鵜沢和広 

11:35 諸事お知らせ   

食  事 

12:30 幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ 

13:00 記念講演 日本サッカー協会最高顧問 

日本バスケットボール協会会長 

川淵三郎 

14:30 謝辞・花束贈呈 ガバナー 櫻木英一郎 

14:35 米山記念奨学生紹介 

米山記念奨学会ホームカミング 

米山記念奨学委員会委員長 

シルネン・ブヤンジャンガル 

堀口路加 

15:00 直前ガバナーに記念品贈呈 ガバナー 櫻木英一郎 

15:05 ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト 青木貞雄 

15:20 次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶 成田コスモポリタン RC会長 福田稔 

15:25 ソウル国際大会推進委員挨拶 第 1ゾーンコーディネーター 飯村愼一 

15:30 閉会の言葉 大会実行委員長 柏戸正英 

15:45 点鍾   

フェローシップパーティ 

16:10 開会 

あべ静江ミニコンサート 

  

16:35 乾杯 地区研修リーダーPG 山田修平 

17:30 閉会の言葉 大会副実行委員長 安田敬一 

 

  
カテリーナさんによるパンドゥーナの演奏。（ウクライナの民族楽

器） 

 

櫻木英一郎ガバナー点鍾 
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森田健作千葉県知事の祝辞 あべ静江さんのミニコンサート 

  

  

出席率  2月 2日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 94.44％ 2,830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 
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