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第 5９巻第 7号 通巻第 2775号 

第 2791回 例会 

2017年（平成 29年）9月１２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 
東金ロータリークラブ会長 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  ガバナー公式訪問 

開会宣言・点鐘   

歌 

お客様紹介 

お食事 

東金ＲＣ会長挨拶 

東金ＲＣ幹事報告 

東金ビューＲＣ会長挨拶 

東金ビューＲＣ幹事報告 

委員会報告 

 東金ＲＣ 

 東金ビューＲＣ 

卓話 

閉会宣言・点鐘 

協議会 

Ⅰ今年度計画 

 

講評 

Ⅱ課題 

 

講評 

Ⅲ質疑応答 

秋葉 芳秀 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

かくじゅう 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

神定 一雄 会長 

市東 弥寿雄 幹事 

 

 

 

寺嶋 哲生 ガバナー 

神定 一雄 会長 

 

東金ＲＣ 

東金ビューＲＣ 

寺嶋 哲生 ガバナー 

東金ＲＣ 

東金ビューＲＣ 

寺嶋 哲生 ガバナー 
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理事会報告 
〇9月 12日ガバナー公式訪問スケジュールにつ
いて:承認 

会長挨拶 

秋葉芳秀 会長 
 

 皆様、こんばんは。私は、会長の秋葉と申し
ます。私の住まいは大網、そして職場も大網で
す。お墓に入るのも大網になるはずです。その
節は、よろしくお願いします。 
 さて、東金ＲＣは、昭和 34 年 9 月 15 日に、
先輩たちにより創立されました。スポンサーク
ラブは、茂原ＲＣ、そして初代会長は「能勢 剛」
様です。 
 今年は創立から 58周年目に当たり、お越しい
ただいた皆様方と共に、この記念例会を開催で
きましたことを、光栄に思います。誠に有難う
ございます。 
 ご承知のように、ＲＣはボランティア団体と
して、5つの奉仕部門があります。クラブ奉仕、
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、そして青少年
奉仕です。この 5 つの具体的な奉仕プロジェク
トの実践が、ＲＩや地区から要請されており、
私たちは、十分ではありませんが、努力を重ね
て、実践しております。 

 皆様二宮金次郎（二宮尊徳）をご存知でしょ
う。彼の思想は「報徳思想」と呼ばれ、超有名
な方です。彼は、「道徳なき経済は罪悪である。
しかし、経済なき道徳は寝言である」と、道徳
と寝言という言葉で、一刀両断に、当時の世の
中の状況を指摘しております。 
 ロータリーの「奉仕の理想」と、尊徳の「道
徳」はイコールではないですが、通じます。道
徳を奉仕という言葉に言い換えますと、「奉仕な
き経済は罪悪である。だが、経済なき奉仕は寝
言である」となります。経済の伴わない奉仕は、
いくら叫んでも寝言だと、二宮尊徳は言ってお
ります。 
 ＲＣの奉仕活動が、二宮尊徳から「寝言」と
言われないように、自分の経済活動をしっかり
やり、且つ生活を大事にしましょう。この地域
で一生を過ごす私達、そして山武・東金の地域
社会、さらにはこの地域で活動してる東金Ｒ
Ｃ・東金ビューＲＣ、これらは全て運命共同体
です。福田耕平は「南部蝉しぐれ」で、「弱音を
吐くな、強気になれよ」と唄っております。こ
の心意気で前進しましょう。 
 皆様、本日は有難うございました。 

 

米山奨学金授与 
米山奨学生 カン・パンナレットさんに奨学金
が授与されました。 
ナレットさんスピーチ 
はじめまして、ナレットと申します。カンボ

ジアから参りました。現在千葉大学建築学科 4
年に在籍しています。皆様のご支援のおかげで
で、勉強に集中することができます。先週、千
葉大学院の入試結果が発表されました。合格で
す。いつもご支援してくださり、ありがとうご
ざいます。よろしくお願いいたします。 

第 2790回 創立 58周年記念例会の記録<９月５日＞ 
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夫人の会 会長挨拶 

 
大坪 紘子 夫人の会 会長 

皆様こんばんは。東金ＲＣ創立 58周年の記念
例会にあたりまして、一言御礼を申し上げたい
と思います。早いもので、主人が亡くなりまし
てから五カ月の月日が過ぎようとしております。
葬儀に際しましては、皆様方のご厚情にこころ
より御礼申し上げます。 
主人が昭和 38 年に東金に参りましてから、7

年の歳月をかけて、昭和 45年に 新千葉カント
リークラブをオープンいたしました。と同時に、
東金ＲＣに入会させていただき、皆様方と共に
楽しく奉仕活動を行ってまいりました。 
先日、東金ＲＣ創立 50周年記念誌を何気なく

開いたところ、トピックスに記載された原稿が
出て参りました。この文書の中に主人が東金Ｒ
Ｃへの熱い想いが全て込められていると感じま
した。読ませていただきます。 

 
創立 30周年のこと 大坪成彬 
1989-90年度会長 
私は平成元年から 2年間いた 31代会長を務めさ
せていただきました。東金ＲＣ創立 30周年を迎
える重責ある年度として多忙の中で会長職を全
うすることができるのか、プレッシャーがござ
いました。当年度のＲＩ会長の「ロータリー活

動には楽しみがいっぱいあります。さあ、ロー
タリーを楽しもう」でした。ガバナーの述べら
れた「ロータリー綱領:奉仕と友愛」に凝縮する
ことができます。この二つのことを身に着ける
ことができるならば、その中で喜びを見出すこ
とができる。ロータリーを楽しもう、とはロー
タリーの中に喜びを見出していこうとすること
である。その言葉に、力を得、奉仕と友愛の精
神で大いにロータリーを楽しもうという思いに
なりました。 
（中略：編集） 
30周年という節目の年に当たり、無事責務を果
たすことが出来ましたのも、今は亡き名幹事の
今井利雄様はじめ各委員長様、諸先輩、会員の
皆様の深いご理解とご協力によるものと心より
感謝いたしております。繰り返しますに、まこ
とにロータリーの奉仕と友愛の精神に支えられ
た 1年間ではなかったかと自負しております。 
 
これまで主人は一期一会を大事にし、東金Ｒ

Ｃの皆様とのご縁を大切に過ごして参りました。
47年間の長きにわたり、主人ともども皆様と楽
しく奉仕活動をさせていただきましたこと、そ
して、数々のご厚誼をいただきましたこと、主
人に代わりまして深く感謝申し上げます。なお、
主人が心血注いで築き上げて参りましたこの新
千葉カントリークラブに対しまして、今後とも
皆様の暖かいご支援を賜りますれば幸いでござ
います。 
結びに、当ＲＣ並びに夫人の会、本日ご列席

の皆様の今後ますますのご発展とご健勝をお祈
り申し上げまして、御礼の言葉に替えさせてい
ただきます。どうもありがとうございました。 
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市長挨拶 

 
東金市長 志賀 直温 様 

 皆さんこんばんは。今日は東金ＲＣ第 58回記
念総会ということで本当におめでとうございま
す。先ほど秋葉会長からのお話がございまして、
地域に根差した経済活動をベースにこういった
活動を続けていただいている皆様に改めて敬意
とお祝いを申し上げたいと思います。 
 「絆」という言葉が使われるようになりまし
た。一人ひとりが自分のことだけでなく、地域
の中でこうしてお互いが一つの方向に向かって
奉仕をしていただく、これは大変すばらしいこ
とだと思います。 
 東金一つの市だけでなく周辺の自治体が連携
をしていくことが大切だろうと思っております。
市町村合併当時、ある方の自宅に呼ばれまして
畳の部屋にお邪魔しまして、タンスの裏に「明
治何年東金市のどこどこで購入」と書いてある
のを拝見しました。その方は、「商業での中心と
しての東金市はある。ただ、お客さんは周辺に
いるんだよ」と。連携をして、共に成長してい
くことが大切だとおっしゃられて、私もまった
くその通りだと思いました。地方創生というこ
とでそれぞれの自治体が自分の人口を増やして
経済も活性化させていこうというのが基本的な
取り組みですが、今申し上げたように連携をし

ていくという姿勢がなければ、本当の意味での
効果は出てこない、と思っております。 
 現在議会開催中でございまして、道の駅みの
りの郷につきましてはオープンしてから 4 年目
を迎えております。このところ極めて順調に売
り上げが伸びております。東千葉ＭＣにつきま
しては、4 月に理事長先生が増田政久先生に千
葉大との連携の中で来ていただき、経営のこと
を常に配慮しながらやっていただいています。 
地域の中でそれぞれの自治体を含めて連携で

きる立場で活動していただいているＲＣの意義
というのは、これからも大きなものがあると思
いますし、若い方にもこういう形で大勢参加し
ていただけるベースがあるということで大変頼
もしく思っております。これからのＲＣの皆様
の隆盛と、活動が活発であることを心から記念
申し上げまして、私からのお祝いの挨拶とさせ
ていただきます。 

来賓挨拶 

 
東金ビューＲＣ 神定 一雄 会長 

 皆さんこんばんは。本日は親クラブでござい
ます東金ＲＣ58周年ということで大変おめでと
うございます。東金ビューＲＣを代表してお祝
いを申し上げます。また、私事でございますが、
東金ＲＣ在籍中には皆様方に大変温かいご指導
を賜りましたことを、改めて御礼申し上げます。 
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  私が東金ＲＣにお世話になったときは、高山
先生が会長の時でございまして、2000年だった
と思います。高山年度に安藤さんのおすすめで
入会させていただきました。それから私が東金
クラブで一番覚えておりますのは、入った年に
ロータリーは親睦だ、と親睦を強調する先輩が
おりまして、とにかく親睦・親睦。飲み会は必
ず出て来いと。私もそれを真に受けて、親睦ば
かりしていたことを良く覚えております。 
そういうことでありながら、50代会長を東金

クラブで仰せつかり、現在私と市東幹事でコン
ビでやっておりますが、その 50代の時も市東君
と二人で務めさせていただいた思い出がござい
ます。50周年の時も活動をしたことを昨日のこ
とのように思い出します。今は東金ビューＲＣ
の立場として、東金ＲＣの存在は輝かしい存在
で、いつまでも輝いていてほしい。われわれも
東金ＲＣをいつも目標にしながらロータリー活
動に励んでいきたいと思っております。最後に、
本日列席の皆様のますますのご健勝、東金ＲＣ
のますますのご繁栄を祈念いたしまして挨拶と
させていただきます。本日はおめでとうござい
ます。 

懇親会 

 
三宅英雄 名誉会員のご発声で 乾杯 

 

歌手 森田日記さんによる 素敵なうたのひととき 
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