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第 2698 回 例会の記録 ＜７月 14 日＞
お客様紹介

先日 5 月末に東金文化会館の大ホールに綾小
路きみまろの偽物が来ました。東金の老人会で
は、今まで何回もイベントをやるたびに公民館
では手狭になり困ってしまい、大ホールでやろ
うということになりました。
いろいろな面白いネタがあり、メモしてきま
した。2 つほどご披露申し上げます。
立派な両親、男兄弟二人。長男は聡明でいい

（左より）土屋俊夫ガバナー補佐、古在弘和ガバナー

男。次男はどうしようもない愚鈍。だけど正直

補佐幹事

者。弟がお母さんに「どうして兄貴はあんなに
頭がいいんだ。どこから生まれてきたの」
「コウ
ノトリが運んできた」「僕は？」
「アホウドリが
運んできた」。
分かりやすいコントがどんどん進みます。
交番に届け物があった。一万円札の入った財
布を拾った小学 4 年生の子供が
「財布拾ったよ」
中を開けてみると、千円札が 10 枚入っていた。

（左より）猪野達雄東金ビューRC 幹事、山岡利匡東

慌てふためいてご老人が「財布を落とした」お

金ビューRC 会長

まわりさん「ちょうど今子供が届けてくれた、

会長挨拶

何が入っていますか？」
老人「1 万円札が 1 枚」
。
子どもに聞いてみると「拾得物のお礼がもらえ
るように両替しておきました」
。
ロータリーでも、古川前々会長が「ロータリ
アン自体が清く気高く、高潔な精神をもって人
に接する」という状態を魅力ある人間性ととも
に育てていく。そうすれば、東金ロータリアン
はすごいと、ロータリー全体の様子を慕って入

鈴木

康道

ってくる人がある。なんとか会員拡大につなげ

会長
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短い文章の中に、人生を淡々と生きていった

してまいります。

103 歳のおばあさんのごく一部分の話ですが、

私の担当している一年間に、人様にきちんと

一冊読んでみると本当に、こういう考え方なら

した話をする、というのがロータリー会長の一

世の中怖いものなし、という気分になります。

番骨の折れるところだと思います。今回は何と

幹事報告

か形をつけようと思っています。新聞の広告で
ぱっと目についた 103 歳のおばあさんが書いた、
世界一流の水墨画でしょうか。世界中の有名な
美術館、博物館に展示されている方です。その
方の言葉が本当に人間に勇気を与えるというか、
活力になる。やはり、皆さん共感される方がほ
とんどだと思いますが、わかりやすく自分の人
生観をつかみやすく書いてあって、要約した文

並木

章になっています。スタートから「私には死生
観がありません」という人生の歩みの中で、本

l

当に人に活力を与えてくれるいい言葉になって

幹事

今月 30 日はインターシティー・ミーティン
グが成田空港南 RC ホストで行われます。

います。昔ラジオで「私の本棚」というのがあ

受付 13 時、点鍾 13 時 30 分。終了 16 時 30

りました。それほど長いものではありません。

分。会費は会で納めます。皆さま乗り合わ

私がこれを朗読して、文章をかみしめ、何か形

せでお越しください。懇親会はありません。

になれば…と、ロータリーの大切なお金で一冊

l

ずつお配りしています。今日は 11 ページの「私

八日市場 RC より例会日・例会場変更のお
知らせが届いています。

には死生観がありません」
。
この部分を読ませて

l

いただきます。

商工会議所青年部より「八鶴湖クリーン作
成 共産のお願い」

l
●1 年間よろしくお願いします
l

●1 年間よろしくお願いします

10 月 5 日 2790 地区ゴルフ大会が行われま
す。場所はレイクウッド長生クラブ。プレ

古在 弘和 ガバナー補佐幹事

イ費 2 万円。登録料 1 万円です。

●1 年間よろしくお願い申し上げます。
山岡 利匡 東金ビューRC 会長

l

●実質今回が初日です。一年間宜しくお願い
鈴木

茂原中央 RC より、本年度の例会スケジュ
ールについて変更のお知らせが来ています。

土屋 俊夫 ガバナー補佐

申し上げます。

孝治

地区研修協議会報告書が届いていますので
回覧します。

康道 会長
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ます。今回の IM はガバナー主体で、各クラブ

御挨拶

が意見を言う時間がないためです。

土屋俊夫ガバナー補佐

また、並木幹事からお話があった懇親会の件

みなさんこんにちは。

ですが、会費を低く設定しているため、懇親会

今回ご挨拶は、先週茂原 RC に伺い、今回 2

を行う余裕がありません。1 月の際には懇親会

回目です。
私がロータリークラブに入ったのは平成 6 年

を行います。当クラブの例会場で申しましたと

です。20 年ほど続けています。その間、2005 年

ころ、元ガバナー補佐が「おかしい。やるのが

会長を務めさせていただき、その後地区で社会

当たり前。」と言われ、冷や汗をかきました。実

奉仕委員、社会奉仕委員長を務め、その後国際

際、せっかく集まるのだから懇親を深めたいの

奉仕委員長を務めました。そのころ WCS をや

ですが、今回はご容赦ください。ご出席のほど

らなくなった頃です。みんなでやらないで、財

よろしくお願い申し上げます。質疑の時間も取

団があるから国際的なことは財団に任せよう、

らせていただきます。
次年度のガバナー補佐が決定しました。その

という見解だったと記憶しています。

方は茂原東 RC の河野さんです。

今回、報告を兼ねてお伝えします。7 月 30 日
のインターシティー・ミーティングは、櫻木ガ

最近流れが速くなってきており、次年度のガ

バナーの希望です。クラブ公式訪問は 10 月 13

バナーエレクトは成田コスモポリタンの青木貞

日（火）です。その時にもう一度ガバナーと話

雄さんです。その方が決まった以上、次の年度

し合いをされると思いますが、その前にいろい

の会長・幹事ですぐにスタートしたい。流れと

ろな話をお伝えし、それをたたき台にして公式

して、三大セミナーすべて次年度ガバナーエレ

訪問時にお話をしたい、というのがガバナーの

クトが主催する、ということです。

目的です。ただ、本来 IM はガバナー補佐の時

東金 RC の皆様も、次年度会長・幹事を早急

間であり、各クラブの意見を伺うのが筋だと思

に決めていただき、次年度に備えていただきた

いますので、その点で意見がありました。各分

いと思います。

区によって取り上げ方が違いますが、当分区で
はもう一度 IM を 1 月 14 日にやらせていただき

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

出席率

0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559
Email: info@togane-rc.jp
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7 月 14 日

会員数

出席率

コイン BOX

22 名

75.0％

2,879 円

