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第 5９巻第 16号 通巻第 2784号 

第 2801回 例会 

2017年（平成 29年）12月 19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 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

鵜沢 善一 様 

（鵜沢ネット株式会社代表） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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 会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 

９日・土曜日の東金国際交流協会のイベ
ントへの参加、ご苦労さまでした。「上を向
いて歩こう」の合唱も、イベントの盛り上
がりに一定の寄与をしました。 
私が驚いたのは、千葉学芸高校生ダンス

部の踊りです。「若い」というのは凄いこと、
青春時代は貴重だったと、改めて実感させ
られました。千葉銀行の吉田支店長はぎっ
くり腰の治療中とのこと、格差が大きいで
すね。 
肉体では、私たちには青春時代は絶対無

理ですので、対抗できるとすれば頭の中で
す。精神、すなわちサムエル・ウルマンの
「青春」の詩です。チャレンジ精神、興味
を持つ心、夢や希望を持つこと、などなど。 
プラスしてロータリークラブに入会してい
ることが、青春だと信じております。 
イベントに参加した城西国際大学の留学

生は、ほとんどが中国人の方です。若い時
の留学経験は、本人にとって貴重な財産と
なります。米山奨学生のナレット君も、将
来が楽しみな好青年です。カンボジアに帰

国してから、世のため人のため、活躍する
はずです。 
私は仕事の関係上、留学生ではなく外国

人研修生の情報に接することが多いです。 
ベトナム、中国、タイ、台湾、インドネシ
アなど、東南アジアからの技能実習生です。
学問を学びに来る留学生と違い、技能実習
生は日本に一家を背負って稼ぎに来ます。 
来年から、地区限定・本人の選択ですが、
期間の３年が５年に延長されます。受入れ
側と本人たちの長年の要望を、政府が規制
緩和しし制度を改正しました。お金を貯め、
生活費以外は家族が待っている本国へ、全
て送金します。日本の同年代の青年達と比
較すると、「逞しい」の一言です。 ハング
リー精神が全く違います。学ぶべき点は多
いと思います。 
次回の１２月１９日は、今年の最終例会

になります。九十九里町の鵜沢ネット
（株）・代表の鵜沢善一氏の卓話をお聴きし
ます。鵜澤様の事業は、繊維を素材として
ロープやネットを製造・販売するものです。 
見込み生産又は受注生産した製品の販売が
好調のようです。良い製品を作ることがで
きても、それが売れるとは限りません。 
そこで、経営者は苦労することになります。 
長引けば、資金が底を尽き、事業の閉鎖に
追い込まれることになります。鵜澤ネット
（株）殿は創業７０年に近く、事業好調の
秘密をお聴きできます。卓話が楽しみです
ので、多くの会員の出席をお願いします。 
 
 
 

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2800回 例会の記録 <１２月１２日＞ 
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幹事報告 
 

並木 孝治 幹事 

〇1月 23日新年会を兼ねて夜間移動例会 
18時点鐘 八鶴亭にて 

 お客様をお誘いする手紙を配布しました。
会費：お客様は 5,000円、会員は 8,000
円です 

〇2月 24日、25日地区大会 参加者人数
によって移動手段を考えます 

〇27年度 米山記念奨学生及びカウンセ
ラー新年懇談会のお知らせが来ています 

〇ガバナーエレクト、ガバナー事務所は 12
月 26日～2018年 1月 8日までお休み 

 

委員会報告 

 
宇野 英雄 社会奉仕委員長 

 

12月 9日国際交流パーティーの前に、10
時～11時に「小さな親切運動東金支部のク
リーン作戦」でゴミ拾いの奉仕作業にご参
加いただきました。東金ロータリーからは
9名参加、主に中央公園を清掃しました。 
高橋先生はじめ学芸高校の生徒さんたち

や、他の学校の生徒さんたちが、八鶴湖の
方で奉仕をされました。ロータリーも旗を
かけさせていただき参加させていただきま
した。皆様ご苦労様でした。ありがとうご
ざいました。 

 
小林 信雄 会員 

若い人が近々入会するというお話です。
その節には出来るだけご丁重にもてなして
あげていただきたいと思います。よろしく
お願いいたします。

 
高橋 邦夫 会員 

〇去る 12月 9日に国際交流パーティーを
行いました。社会奉仕の「小さな親切運動」
の後、11:30からパーティーでした。東金
国際交流協会と東金ＲＣ事の共催でした。
菅原国際奉仕委員長が本日いらっしゃらな
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いので代りにご報告させていただきます。 
 東金学芸高校からも生徒たちが参加し、
「食べる暇もないほど、留学生とコミュニ
ケーションをした。非常に疲れた」と言っ
ていましたが、国際交流と言う場にふさわ
しい活動が出来たと思います。吹奏楽とダ
ンスについて、日ごろから活動している成
果を発表する場が持てて、本人たちもとて
もうれしかったようでした。ありがとうご
ざいました。 
ロータリークラブからは「上を向いて歩こ
う」をみんなで歌いましょうという事で、
会員の皆さんが音頭を取って歌いました。
前から見ていても、皆さんが口を動かして
おり、特に留学生は歌を覚えようと、言葉
をかみしめるように歌っている姿が見えま
した。この曲は世界中の人が知っている日
本の歌であると伺っています。そういう意
味でも国際交流にふさわしいと思います。
次回があるとしたら、恒例で行っても良い
と思いました。 
和やかで、楽しい、料理もたくさんあっ

て、ロータリーが共催するのにふさわしい
パーティーであったと思います。 
〇先般、文部科学大臣の教育者表彰を受賞
しました。12月 5日に文部科学省で授賞式
があって、その後宮中に参内し、天皇皇后
両陛下の拝謁を賜るという非常に大きな栄
誉を賜りました。今年は一年で二つの賞を

いただき、大変栄誉なことで非常に恐縮し
ております。この機会に初心に立ち返って、
もう一度教育に邁進していこうと誓ってお
ります。今後ともご支援ご指導をよろしく
お願い申し上げます。 
 

会員増強について 

 
秋葉 芳秀 会長 

日本のロータリアンの数をロータリーク
ラブの数で割りますと、平均 40名です。
私の目標は、再来年の 6月末、60周年を迎
える直前には、平均の 40名程度まで、会
員を増やしたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。 

出席率  １２月１２日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 ６６．６６％     ４，５００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 
〇12 月 5 日文部科学大臣教育者表彰を受賞  

しました       高橋邦夫 会員 

〇土曜日のお掃除、国際交流欠席すみません 

            高山友二 会員         

〇ご奉仕        鈴木康道 会員 


