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第 58巻第 31号 通巻第 2764号 

第 2778回 例会 

2017年（平成 29年）5月２３日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

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 

委員会報告 

クラブ協議会 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「手に手つないで」 

秋葉 芳秀 幹事 

かしま 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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会長エレクト挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長エレクト 

 
皆さんのお手元に「ＧＡＰ日本一へ」という

新聞記事をお配りしました。 
 
福島県とＪＡ福島中央会は１５日、生産段階

で農産物の安全性などを管理するＧＡＰ（農業
生産工程管理）の第三者認証の取得数日本一を
目指す「ふくしま。ＧＡＰチャレンジ宣言」を
打ち出した。２０２０年度の県産農産物の出荷
販売数量のうち半分以上を、認証を得た生産者
の産品で占める目標を掲げた。 

 （中略） 
目標達成に向け、県は本年度国の支援を受け、

取得に関する経費の全額補助を更新やコンサル
ティングの経費などにも拡充した。人材育成で
は、県の各農林事務所にいる普及指導員１００
人が「ＪＧＡＰ指導員」の資格取得を目指す。
ＪＡ福島中央会も５月下旬から、県内各ＪＡの
営農指導員を対象にした指導員資格取得の研修
会を開く。 
県庁で行われたチャレンジ宣言で、内堀雅雄

知事は「ＧＡＰ取得で、原発事故で損なわれた
農業者のプライドを取り戻し、新しいプライド
を作り上げたい」と意気込みを語った。 

原発事故の根強い風評払拭（ふっしょく）に
向け、ＪＡ福島中央会の大橋信夫会長は「ＧＡ
Ｐを生産者一丸となって取得し、新たなブラン
ドの再構築を図る」と強調。立会人の小泉進次
郎自民党農林部会長は「ＧＡＰ革命が福島県か
ら始まる。国際認証の取得数日本一が真の風評
払拭になる」と意義を語った。 
式典には長沢広明復興副大臣、斎藤健農林水

産副大臣が出席、政府として認証取得への挑戦
を全面的に支援する考えを改めて示した。 

 
これは福島県ですが、これが千葉県にも回っ

てきます。ＧＡＰはグッドアグリカルチャープ
ラクティスの略語です。ＩＳＯの農業番と思っ
てください。グッドは、「最良、良い」アグリカ
ルチャー「農業」プラクティス「習慣」と。習
慣的に良い方法で農業生産をする。できたもの
は安全・安心である、ということです。 
今私は農業法人約 70件あるんです。遠くは野

田市、袖ケ浦、鴨川、富津、館山、千倉。山武
長生はもちろんです。旭、東庄、成田、佐倉。
私は千葉県のあちこちを回っているのですが、
このＧＡＰについてほとんどの方が関心を持っ
ていません。これは品物を安全に作っている履
歴を明確化するということなんですね。例えば、
この会場でいえば建築では、水回りは一緒にな
ります。家でも、トイレとお風呂と台所は同じ
場所。ＧＡＰの視点から言えば、食べる物を扱
う部署と、トイレは真反対に、と言う考え方で
す。 
実は私も本格的に取り組んでいます。3 回ぐ

らい勉強しました。初級・上級・指導員とある
んですが、この視点を私の事務所の担当者にも
植えつけて、やるつもりです。2 年後の今ぐら
いまでには、私の所の 10人、ＧＡＰの上級指導
員を目指して、ユニークな事務所にしたいなあ

第 2777回 例会の記録<5月 16日＞ 
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と思っています。そうすればＧＡＰに関心のあ
る生産者から注目されるんじゃないかなと思っ
ています。  
ＧＡＰは品質管理でして、有機野菜など農薬

を使わないものとは違うんです。あくまでも、
生産管理を安全に見える化していくという仕組
みでして、肥料や農薬も結構使います。ローソ
ン、セブンファーム等がＧＡＰの手続きを経た
ものでなければ取引をしないという流れになっ
ています。それに拍車をかけるのが東京オリン
ピック・パラリンピックです。これに全く無関
心ですと、取り残されるのは間違いない。買う
方の立場でそう言っているわけですから、売る
方は、売れるものを作るしかない、ということ
だと思います。 
 

幹事報告 
 特にありません 
 

地区協議会部会報告 
 

秋葉 芳秀 会長エレクト 
会長部会 
課題は会員の拡大。先日の理事会でも賛同い

ただいたことは以下の通り。 

細則第 6 条改正 入会金 3 万円➔1 万 5 千円 
会費を新入会員は入会から 2年間半額 
第 8 条第 3 節 会員増強委員会➔ニューメン

バーズサービス委員会に名称変更。新しく入っ
た会員のフォロー専門にする。2 年後（創立 60
周年）までに会員増強にまい進する。 
日本中のロータリアンの人数を、ロータリー

クラブの数で割ると 40名。この平均を目指して
進みたい。 
 
名誉会員 

5月 8日大矢九十九里町長、5月 9日志賀東金
市長と面談。回答は後日。 

5 月 9 日椎名山武市長と面談。即答で「非常
に光栄です」とのこと。 
今後、三宅英雄さんを訪問する予定。 

 
東金国際交流協会の交流パーティー 
地区補助金を得るために、2017の申請時に「東

金ロータリー合唱団を編成し、国際交流協会の
パーティーで合唱する」と記載した。 
歌う曲はこれから 2曲程度を選曲。 
 

並木 孝治 次期幹事 
幹事部会 
ロータリークラブセントラルは目標などを数

値化してパソコンに入れて、それを達成できた
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かどうかを見る。それぞれの委員会で目標を設
定していただく。 
幹事について、皆さんに出席してもらって、

それぞれが活躍できるように、調整役として一
年間邁進していきたい。 

岡本 秀男 今年度国際奉仕委員長  
今年の国際奉仕の振り返り 
国際交流協会との親善会を昨年の 11 月 23 日

に中央公民館で共催した。計画を立てる時に、
日本に訪れる外国人が多いので、それぞれの国
の文化等のお話を誰かにしていただければとい
う目標を立てた。しかしまったくそういうこと
が出来なかったので、カンさんの卓話を通して
カンボジアのお話をしていただくなどを次年度
担当になった方にお願いできればと思う。いろ
いろとありがとうございました。 
 
 
 
 

 
古川 秀夫 次年度クラブ研修委員長  

クラブ研修委員 
ロータリーの運営の方法は、どんどん変わっ

てきていると強く感じた。千葉から西や、成田
のように二つのクラブがあって盛んなところと、
ロータリアンがどんどん減少している過疎地の
ＲＣとで、同じ報告を受けてもあまりにもピン
トがずれちゃってるなあという感じがした。た
だ自分が会にいるだけでなく、新しく入ってき
た人たちにロータリーの熱情みたいなものを伝
えるのが大事だろう。それを維持していくため
に工夫が必要だという感じがした。 
ガバナーの方から理念のお話があり、ロータ

リーの友 4 月号の横書き 6 ページの所にロータ
リーの誕生とその成長と言う文章があるので読
んでほしいとのこと。（以下、該当ページをご参
照ください） 
秋葉次期会長が会員の倍増を目指すと宣言を

されたので、一人ずつがロータリーの発展に寄
与できるといいなと思います。 
 

出席率  5月１６日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１６名 ９２．３０％      ０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 


