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第 58巻第 32号 通巻第 2765号 

第 277９回 例会 

2017年（平成 29年）5月３０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 

お客様紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

御礼 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

小林 信雄 会長 

「それでこそロータリー」 

秋葉 芳秀 幹事 

 

かくじゅう 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

 

小川 秀二 様 

東金商工会議所会頭 

小林 信雄 会長 

親睦委員会 

管理運営委員会 

小林 信雄 会長 
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会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 

 
5月 13日に八鶴亭において東金国際交流協会

総会がありまして、鈴木会員、秋葉幹事と共に
出席いたしました。大変にぎやかな総会でした。
国際交流も国際奉仕も、外国人とのかかわりで
あり、国際平和への貢献についてのベースでも
あります。われわれロータリーは、外国人と「奉
仕」という形で関わることが前提になっていま
す。個々人が外国人と対するとき、日本国内の
史的・文化的・民族的情勢をよく理解していな
ければ交流も奉仕も成り立ちません。 
そこで今回は日本を歴史的に見て理解する意

味で、桃太郎伝説について雑誌記事から拾って
きました。日本理解の一端に供したいと思いま
す。 
桃太郎伝説は黍団子をもって家来の犬・猿・

雉を連れて、鬼退治をするという話ですが、全
国 27 カ所に伝承地があるということです。「き
び」ですが、これは吉備の国なのか、穀物の黍
なのかわかりません。春の陽光を浴びながら吉
備（岡山）路を行くと、備前の国、備中の国、
備後の国、それから黍（millet）団子、など言葉
が合う所もあります。桃太郎はやはり岡山の物
語なのかな、と思われます。 

物語は第 11代垂仁（すじん）天皇の時代（ヤ
マト朝廷）に吉備（岡山）に百済の皇子温羅（う
ら）が鬼ノ山に城を築き勢力が拡大したので、
朝廷は吉備津彦命（きびつのひこのみこと）に
命令して打ち滅ぼしたと言うことです。一方、
鬼にされた百済の皇子温羅は岡山に逃げてきま
した。彼は川の砂鉄を生成する技術を持ってい
た人物でもあり、大男で製鉄作業で焼けた髪は
真っ赤で、顔も赤銅色であったと伝えられてい
ます。朝廷は、吉備の繁栄と鉄が惜しかったの
で、温羅を攻め滅ぼした。これが桃太郎の鬼
（demon）退治と言うことになります。 
日本の神話は時代とともに書き換えられます

が、人々の生活実態は当時を経て現在にたどり
着いています。それが日本の国であります。今
回地方を訪れて、昔繁栄を誇った機織りの工場
が文化会館として残っていましたが、地域社会
は過去の繁栄を誇る形でよいのでしょうか。自
分は産業こそ非常に尊い企業体ではないか、と
思います。そのようなことを考え、将来に備え
ることが大事ではないか、と思いました。 

 
 
 

第 2778回 例会の記録<5月 23日＞ 

ニコニコ BOX 
〇 恒 例 の 3 日 間 に わ た る セ ー ル に     

大勢の方々に来ていただきました。   

感謝です。 

菅原 實 会員 
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幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 
○5月 30日 卓話:東金商工会議所会頭の 
小川秀二さんにお願いしてあります 

○三宅英雄・元会員に、名誉会員の就任をご承
諾いただきました 

○城西国際大学の姉妹校から約 20 名の学生が 
5 月末から 6 月半ばごろまでこちらに来ると
いうことで、ホームステイ先を探しています。
そのうちのおそらく 1 名を小林会長が引き受
けてくださいます 

○6 月 27 日の移動例会は竹田屋で 18 時からと
なります 

○財団 100 周年記念シンポジウムのビデオを 
入手しました。後程上映します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

クラブ協議会 

（地区協議会部会報告） 

鈴木 康道 会員 
会員増強 
会員の減少をなんとか留めならなければなら

ないが、ロータリーを支えていたものは何かと
考えると、景気のアップダウンが影響している
だろう。協議会のリーダーの話の内容は①会員
の減少問題②ロータリーに対する根本的な考え
方が徹底して末端まで行っていない、の 2点。 
自分が辞める前には、一人クラブに入れよう、
とか、同好会を作って分区の範囲を超えて楽し
くやろう、という話。 
東金では高齢化が避けられないわけで、体が

動かなくなれば、ロータリーに出づらくなって
くる。自分自身感じていることは、脳みその老
化。物を置いたところを忘れてしまう頻度が高
くなっていて、こういったことがロータリーの
発展を阻害する要因になっている気がする。 
手近な情報があればすぐ動いて、会員拡大に

つなげて、活性化を図ると。10年、15年前から
騒がれていることでも、実を結ばない。そんな
感じで協議会に出るたびに同じような気分で、

活動計画書 原稿ご提出  
 越川嘉明 会員（親睦活動委員長） 
 鈴木康道 会員（Ｓ・Ａ・Ａ）   
 並木孝治 会員（会員増強委員長） 

ありがとうございました 

提出期限は 6 月 6 日となっております 

ＦＡＸ ０５０－３７３０－２５５９ 
メールアドレス：office@togane-rc.jp 
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結局は何もやらないで来ている。その結果がこ
こにある。 
先日出席した国際交流協会の総会で特にうれ

しかったのは、小林会長がした東金ロータリー
クラブを代表しての挨拶。日本語の後に素晴ら
しい英語で流れるようにお話しし、聴衆も「東
金ＲＣは大したものだ」という雰囲気だった。 
 

 
菅原 實 会員 

国際奉仕委員長 
奉仕プロジェクト部会に出席。奉仕プロジェ

クト統括委員会があり、その中に社会奉仕・職
業奉仕・国際奉仕という 3つの奉仕がある。 
来季のスローガン「夢を語り、夢を実現させる
ために一歩踏み出そう。一歩踏み出すとクラブ
に感動と活力がわき、クラブに変化をもたらし
ます」 
国際奉仕委員長は鈴木会員（君津ＲＣ）。「国

際奉仕は手が出しにくい奉仕事業に思われるが、
一番ロータリアンであることを実感できる奉仕
ではないか」とのこと。 

山武市がスリランカ国のオリンピック選手の事
前キャンプ地として誘致を実現させた。これは、
大網ＲＣと米山学友生の御助力があったそうだ。 
協議会では「補助金制度をうまく利用しよう」

と盛んに言われていた。当クラブも国際交流協
会との交流パーティーに補助金を得ている。「大
きなことをやるのは大変だが、小さなことでも
一歩踏み出せばできるんじゃないか」とのこと
だった。 
 

ビデオ鑑賞会 
 

 
 
ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム  
動画を視聴しました 

出席率  5月２３日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１６名 ５０．００％     ５,０００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 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 


