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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 34 号 通巻第 2730 号 

第 2738 回 例会 

2016 年（平成 28 年）5 月 24 日 
12：30 点鍾 東金商工会館 4 階例会場 

 

 Program 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

お食事 

卓 話 

委員会報告 

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 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

とんかつみつはし 

安藤正義 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

5 月『青少年奉仕月間』 

Youth Services Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 
 

 沖縄の方は入梅状態のようですね。東金も同

時に入梅したような気分です。本日も大勢の例

会参加ありがとうございます。 

 本日は我等の大重鎮、高山先生がすっかり回

復されカムバックなさいました。おめでとうご

ざいました。 

 先日、東金ロータリークラブのメンバー、塚

瀬一夫さんが会長を務めていらっしゃる東金国

際交流協会の総会に出席してまいりました。東

金市の議員さんはもとより、東金ロータリーク

ラブのメンバーも大勢ご参加でした。その中で

東金市役所の青木さんという方が『東金をもっ

と知ろう』というお話をしてくださいました。

「歴史というものは、先に行ったものが勝ち」 

口伝、あるいは文書で「こうであった」トマト

腰やカニ世間に広げたことが歴史になってしま

う。後から生まれてきた人間は、実態を見てい

ないのでそれを信じるしかなく、それでも歴史

を探訪する人が後を絶たない。それで新しいこ

とがわかってきて、青木さんの話には「御成街

道」ははっきりしない、答えはないのですが、

家康が関ケ原あるいは大きな国を挙げての戦乱

の中を東金まで本当に狩りに来たのだろうか？

と言われ、そういわれると誰しもそうだろう

な、と思うのです。東金が江戸時代から大火に

見舞われ、重要書類はことごとく燃えてしまっ

た。その中に、昭和初期に東金から茂原へ嫁い

だ方の持ち物の中に東金の歴史がいっぱい詰ま

ったものがあった。それが今になって見つか

り、いろいろな東金の空白を埋めるべく文書が

出てきたとのこと。これから東金の歴史が大き

く塗り替えられるであろう、ということです。

青木さんはかなり喜んでいらっしゃいました。 

 火事というものはあらゆるものを焼き去りま

す。東金は何度も火事に見舞われ、土蔵でなけ

れば家は持たない、と言われていました。土蔵

造りの家がたくさんあります。 

 地元の状態を知らずにこれからの東金を語る

ことは、できないと思います。明治のころから

千葉県の中心として大きな問屋が軒を連ねる商

品の集積地としての時代が長く続き、繁栄しま

した。それを思うと、今の衰退ぶり、いろいろ

な原因はあると思いますが、昔のように繁栄で

きるようみんなで同じ方向を向いて何とかしよ

うとできたらと考えています。 

 

 

ニコニコ BOX 
●お見舞 ありがとうございました。 

           高山 友二 会員 

第 2737 回 例会の記録 ＜5 月 17 日＞ 



 

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

Page 3 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 熊本義捐金 3 万円が集まりましたので、

ガバナー事務所へ振り込みました。 

 市川南 RC 創立 40 周年記念例会が行われ

ます。7 月 16 日(土)15:30～浦安ブライト

ンホテルです。回覧します。 

 土濃塚事務局が 6 月末で辞職しますの

で、藤本晴枝さんに 7 月より縁あって事

務局をお願いすることになりました。よ

ろしくお願いいたします。 

 

卓話 

 
野口 雅子 会員 

 

 先日、渡邉会員の卓話の中で東金市の人口を

増やすというお話を頂きました。先週金曜日に

関東商工会議所女性連合会総会がございまし

た。その中で東京と女性推進白書についてお話

がありました。東京都と千葉県はいろいろと違

うところがあると思いますが、私は東京で仕事

をしており、大手企業では求人募集に 100 倍

の人が集まりますが、中小企業では人材不足に

困っております。これは東金市内の企業でもパ

ートの方でもアルバイトの方でも人を集めるこ

とが一番大変です。今日の卓話は、東京での商

業の状況についてお話をさせていただきます。 

 東京では 23 区内は商工会議所が一つの大き

な母体となり、各区はすべて支部になっていま

す。支部の中での支部会はありますが、東京都

の商工会議所の総会に出席する人は各地域１～

２名のため、全体像があまり見えてきません。

各地区の代表の方はメガバンクであったり、大

手企業の方です。中小企業はどちらかというと

法人会の活動が盛んです。その法人会の中で、

人材不足、いくら募集をかけてもなかなか人が

集まらない。私の職場でもそうなのですが、平

均的にアルバイトで 1,100～1,200 円。夜間な

らば 1,400~1,500 円。これくらいで求人を打

たなければ、一回の募集で応募がありません。

なぜか、というと、派遣登録をしている方が非

常に多く、派遣を常に 2～3 件登録され、1 か

所が 3 か月で短期に終わり、次々と流れられ

るようにしているようです。 

また、東京での悩みは物流です。トラックを

置ける駐車場がない。そして、運転手さんがタ

クシーに流れることが多く、大型免許を持って

いても 2 トン車になると運転できません、と

いう方が非常に多い現状です。そういう中で、

じゃあ千葉の方に広告を出したら？という案も

ありました。幕張から浦安まで、蘇我くらいに
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なると通勤圏にならないとのこと。ところが、

同じ 1 時間くらいで通勤してくる埼玉の方は

かなりいらっしゃいます。埼玉の方は仕事がな

い、とのことで埼玉の方では昼まで時給 1,000

円は稼げない。神奈川の方はいったん悪くなっ

たのですが、先日の女性会の中で神奈川の方と

お話しましたところ、現状少し上向きになって

きているようです。東京ではタクシーの運転手

さんの一部、大手は良くなっていますが全体と

しては下がっているようです。これは私の仕事

の中でも、関東圏で経営されていらっしゃる企

業はどんどん撤退をしています。100～200 件

経営していたところを、よいところを残して撤

退している。そこに居ぬきで入ってくるのは九

州、大阪、名古屋の企業です。 

東金にいると、困った、という言葉を聞くの

ですが、じゃあどうするのか？という考えが、

自分が売りたいものを売り続ける、お客様が必

要なものを考えないのかと思うことがありま

す。お客様が必要とするものを売らない限り、

スーパーであってもお客様はいなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席率  5月 17日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 94.11％ 1,084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 

第 8回世界水サミットにご登録を 

大会中の 5月 27日（金）、第 8回世界水サミッ

トが行われます。「Sustainable Strategies; 

Sustainable Solutions」（持続可能な戦略、持続

可能な解決策）がテーマとなっている今回のサミ

ットは、「きれいな水」という最も基本的なニー

ズに応えるためのアイデアを交換し、熱意を高め

るための絶好の機会となります。5月 1日までは

割引料金でご登録いただけますので、ぜひ出席を

ご検討ください。 

 

ロータリー財団 100周年を盛大に祝おう 

ロータリー財団 100 周年の祝賀行事は、韓国で

の国際大会から始まります。100 周年をともに

祝う方法を以下にご紹介します。 

 「友愛の家」のリソースセンターにある100

周年ブースを訪れる。  

 財団 100 周年に関する分科会“The Rotary 

Fundation: 100 Years of Doing Good in 

the World”（ロータリー財団：「世界でよい

こと」をしてきた 100年）に出席する 

 財団 100 周年記念誌 の著者デイビッド C. 

フォワードの直筆サインをもらう（本はロー

タリーリソースセンターでご購入いただけ

ます） 

ロータリー国際大会 2016年 5月 28日～6月 1日  
韓国・ソウル 


	会長挨拶
	幹事報告
	卓話

