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第 5９巻第 1５号 通巻第 2783号 

第 2800回 例会 

2017年（平成 29年）12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 

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   

 
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 

クラブ協議会 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

かしま 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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 会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 

皆様、こんにちは。早いもので、平成２
９年も終わりに近づき、ロータリーも半分
が過ぎました。そこで今日の総会では、収
支計算書の説明と監査報告、次年度役員の
承認が重要です。 
その前に、昨日の４日、九十九里町で事

業展開している鵜沢ネット（株）の鵜沢善
一さんとお会いしたことをご報告します。 
事務所前の広場には黒いネットが一面に

置かれ、数名の青年達が黙々と仕事をして
おりました。建設現場、学校現場、海や河
川、その他広範囲の現場で多種類のネット
が使用され、有難いことに仕事は多忙との
こと。 
１９日の卓話で、事業の独自性をお話に

なると思いますが、鵜沢氏のように、地域
で元気な会社を経営することが即ち職業奉
仕、職業貢献そのものです。 
それでは前年度の収支計算書をご説明し、

その後、高山友二氏からの監査報告となり
ますので、宜しくお願いします。 
結論から申しますと、収入が減少してお

り、その対策は急務ですが、なすべきこと

は明確ですので、私は悲観しておりません、
皆様も協力して下さい。 
なお、下期会費の徴収時期は本年１２月

中とし、前倒しで集金しますので、ご協力
願います。 

幹事報告 

並木 孝治 幹事 

〇1月 11，16，23日が例会です 
〇総会時に役員表をお渡しします 
〇12月 9日小さな親切運動（10時～）   
国際交流パーティー（11時集合）です 

 

米山奨学金授与・スピーチ 

 
米山奨学生 ナレットさん 

皆様、おはようございます。今日も奨学
金を支援して頂き、ありがとうございます。

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2799回 例会の記録 <１２月５日＞ 
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今日は先月のことを報告させていただきま
す。 

11月に東南アジア設立 50周年のイベン
トに参加しました。そのイベントは二つあ
り、一つは東南アジア留学生団体の主催、
もう一つは在日東南アジア大使館の主催で
した。私は両方とも参加しました。留学生
団体のイベントには私はボランティアとし
てお手伝いをしました。そのイベントを始
める前に、何回も会議を行いました。私は
在日カンボジア留学生協会の代表して、会
議に参加しました。カンボジア留学生協会
が踊りまたはファッションショーなどしま
した。日本人また在日留学生がカンボジア
の文化を理解するために、皆が力を合わせ
て、そのイベントに参加しました。そこで、
準備をするのは結構大変でした。メンバー
が集まって、曲と踊りを決めて、練習しま
した。 
さらに、大使館主催のイベントにはお客

さんとして、参加しました。帝国ホテルで
東南アジア 10か国の大使が出席しました。
私がカンボジア大使から招待書を頂き、そ
のイベントに行きました。そのイベントで
は各国の大使がスピーチして、平和と国際
協力に繋がるとことを話しました。ところ
で、私は建築学生ですので、日本の高級ホ
テルである帝国ホテルに入ると、すごく感
動しました。建築歴史の中に、帝国ホテル

の魅力が結構載っています。実際に行って
みると、細かくデザインがされていました。
そういうこと見ると、一つ勉強になりまし
た。時間が短いですが、以上で終わらせて
頂きます。ありがとうございました。 

結婚お祝い 

 
高山友二 会員 
岡本秀男 会員 おめでとうございます 

誕生日お祝い 

 
鈴木康道 会員、藤本晴枝 事務局 

 

出席率  １２月５日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１5名 ６６．６６％     ７，４００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 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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クラブ総会 
 
会計報告 秋葉 芳秀 会計 
収入が減ったためマイナス決算。これから
挽回する。会員各位のご協力をお願いしま
す。 
 
監査報告 高山 友二 会員 

先週会長から決算関係の書類を渡されたが、
今日が総会であるという事は念頭になかっ
たので、監査の機会を逸してしまったが、
次回例会までに確認し、報告をいたします。 
 
2018-19年役員・理事・委員会構成について 

並木 孝治 幹事 

各委員会の委員長は今年度と同じ。慣れた
ところでよろしくお願いいたします。 
会長エレクト及び副会長は現時点で未定で
す。 
 
提案に対し、会員の賛成を得ました。 

歌の練習 
国際交流パーティーで歌う「上を向いて歩こう」を 

練習しました 

 

お客様紹介 

 
東金ビューＲＣ 市東弥寿雄 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX 
 

○結婚祝のお祝、有がとう。64回 

           高山友二 会員 

〇誕生祝を有難うございました。 

           鈴木康道 会員 
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小さな親切運動 

 
東金中央公園と、その周辺の清掃をしました 

国際交流パーティー 

 
東金国際交流協会 塚瀬一夫 会長 

  
挨拶をする秋葉芳秀会長 

 

 
東金学芸高校の皆さんの演奏 

 
「上を向いて歩こう」をみんなで歌いました 

 
 

 
留学生 47名、高校生 17名、東金ＲＣ10名、ほか 

 合計 112名のパーティーでした 

 

小さな親切運動、国際交流パーティーの記録 <１２月９日＞ 



======================Togane Rotary Club  2017-18 ===================== 
 

 

Page 6 

 

委   員    会 
クラブ奉仕 
  ニューメンバーズサービス 
   会員増強 
   広報 
   親睦活動 
   管理運営 
   クラブ研修 
職業奉仕 
社会奉仕 
   青少年奉仕 
国際奉仕 
   ロータリー財団 
   米山奨学会 
事務局 

委員長   担当委員長 
高橋邦夫 
       秋葉芳秀 
       秋葉芳秀 
       吉田克己 
       越川嘉明 
       高橋邦夫 
       古川秀夫 
長尾邦俊 
宇野英雄 
       岡本秀男 
菅原實 
       小林信雄 
       野口雅子 
 

委      員 
 
野口雅子  鈴木康道 
古川秀夫  宇野英雄 
野口雅子  岡本秀男 
鈴木康道  長尾邦俊  吉田克己 
高山友二  越川嘉明 
高山友二  小林信雄 
菅原實   中村隆則 
 
宇野英雄  高山友二 
 
菅原實   越川嘉明 
岡本秀男  長尾邦俊 
藤本晴枝  鈴木君江 

2018～19年度 
役員・理事・委員会構成表 

2017 年 12 月 5 日現在 

役員 
 
会長       古川秀夫 
会長エレクト 
副会長 
幹事       並木孝治 
会計       秋葉芳秀 
Ｓ・Ａ・Ａ    鈴木康道 
副幹事       
副Ｓ・Ａ・Ａ   宇野英雄 

理事会 
 
会長       古川秀夫 
会長エレクト 
副会長 
幹事       並木孝治 
会計       秋葉芳秀 
直前会長     秋葉芳秀 
Ｓ・Ａ・Ａ    鈴木康道 
理事会      高橋邦夫 
         長尾邦俊 
         菅原實 
         宇野英雄 


