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2015～2016 年度 
国際ロータリーテーマ 

世界へのプレゼントになろう 
国際ロータリー会長    K. R. ラビンドラン 
 
第 2790 地区ガバナー  櫻 木 英一郎 
第 6 分区ガバナー補佐  土 屋 俊 夫 
東金ロータリークラブ会長 鈴 木 康 道 

〃      幹事 並 木 孝 治 
〃   広報委員長 小久保 良 行 

 
 

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 

第 57 巻第 1 号 通巻第 2697 号 

第 2697 回 通常例会 

2015 年（平成 27 年）7 月 7 日 
12：30 点鍾 東金商工会館４階ホール 

 

 Program 

 
会長交代式 
開会宣言・点鐘   
歌 
四つのテスト唱和 
乾杯 
お食事 
会長挨拶 
幹事報告 
謝辞・記念品贈呈 
前会長挨拶 
前幹事挨拶 
誕生祝 
委員会報告 
地区委嘱状伝達 
ニコニコＢＯＸ発表 
出席報告 
閉会宣言・点鐘 

 
 
鈴木 康道 会長 

「君が代」「奉仕の理想」 
並木 孝治 幹事 
 
和食「かしま」 
鈴木 康道 会長 
並木 孝治 幹事 
岡本 秀男 前々会長 
髙橋 邦夫 前会長 
小久保 良行 前幹事 
 
 
 
親睦委員会 
管理運営委員会 
鈴木 康道 会長 
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会長挨拶 

 

 
東金 RC 髙橋 邦夫 会長 
 

最終例会の御挨拶を申し上げます。 

東金ロータリークラブは昭和 34 年に千葉県

下第 11 番目のロータリークラブとして創立し、

誇り高く品位を保ちつつ輝かしい活動歴史を刻

んでおります。 

2014-15 年度はゲイリー・C.K.ホアン国際ロー

タリー会長のテーマ「Light Up Lotary」「ロータ

リーに輝きを」というテーマの下で協力し、社

会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕、

そして職業奉仕に当たってまいりました。 

昨年 7 月 1 日の第 1 例会で、ロータリーの歴

史に学びながらいま私たちができることを考え

実践しロータリーの未来を求めていきたい、と

申し上げました。これは宇佐見透ガバナーが掲

げた『原点回帰』、すなわち「魅力に満ちた憧れ

のロータリー復活を期したい」という思いを、

私なりに解釈をして実践していきたいと考えた

ものでした。 

振り返れば、豊富な経験を持つ会員の皆様に

さまざまな観点でご助言・ご指導いただき支え

られた一年だったと思います。会員の皆様が、

所属する委員会の垣根を越えて、まるで自らす

べての委員会を兼ねているかのように活動され

る姿が随所にありまして、そういった自発的に

行動するロータリアンの素晴らしさに触れて、

感動したこともしばしばございました。 

本年度は素晴らしいスタッフにも恵まれまし

た。小久保幹事、並木副幹事、野口 S.A.A、そし

て事務局土濃塚さん、鈴木さんの多大なご貢献

にも感謝を申し上げます。それぞれに細やかな

ご配慮をいただき、おかげで大過なく会務を遂

行することができました。 

新企画としてスタートした国際交流パーティ

の開催は地域振興とロータリーの国際性とを結

び付けるもので、東金国際交流協会とも良好な

関係を築くことができ、今後は更なる充実・発

展が望める事業であります。国際奉仕と青少年

奉仕の両面から取り組んでいけることを期待い

たします。 

また、12 月から約半年をかけて細則の改定を

いたしました。正直なところ、はじめは乗り気

ではなかったのですが、ガバナーから陳腐化し

ている部分があるというご指摘があり、それは

もっともでありましたので、温故知新という考

えで、細則に込められた東金ロータリーの創設

から今日までの歴史文化を尊重しつつ、国際ロ

第 2696 回 最終例会の記録 ＜６月 30 日＞ 八鶴亭 
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ータリーが求める最も新しい推奨ロータリーク

ラブ細則と、そして東金ロータリークラブの今

日的なニーズに沿ったものになったと思います。 

また、会員の活動を陰で支えていただいてい

る「婦人の会」とも良好な関係を保つことがで

きました。鈴木会長エレクト婦人が婦人の会の

副会長でもございますので、次年度も良い形で

継続をされると思います。会員各位のご協力を

お願い申し上げます。 

本年度、サンパウロ国際大会は小林会員にご

出席を頂きました。80 歳を超えてなお地球の裏

側にまで出張されるそのバイタリティは、ぜひ

見習わせていただきたいと思いました。88 歳の

高山会員を筆頭に、年齢を重ねてもなお若々し

く、意気盛んに諸活動に携わっていてくださる

先輩方、東金ロータリークラブの活力の源泉で

あります。次年度も若手の会員の尻を叩いて

様々な奉仕活動にまい進されると信じておりま

す。 

また本年度、新会員として加わっていただい

た、渋谷会員、澤村会員、北田会員におかれま

しては、知れば知るほど奥深い、参加するほど

意義深い、というロータリーの醍醐味を存分に

味わっていただいて、楽しいロータリーライフ

を過ごされることを期待いたします。 

最後に創立 55 周年を迎えた東金ロータリー

クラブのますますの発展を祈念し、会員みなさ

まのご健勝をお祈り申し上げ、ご挨拶といたし

ます。 

大変ありがとうございました。 
 
 

幹事報告 

 

 
小久保 良行 幹事 

 

一年間にわたり、皆様にご協力をいただきま

してありがとうございました。 
 

 

懇親会 

 

 
乾杯 古川 秀夫 会員 
 

高橋年度最後の乾杯ということですので、ご

唱和願います。 

高橋会長、小久保幹事、素晴らしい一年でし

た。ありがとうございました。 

 最近、日本語の素晴らしさ、言葉の素晴らし

さを感じています。ほとんどは中国語から来て

おります。それを思うとやはり日中というのは



 

 

======================Togane�Rotary�Club� � 2015-16�===================== 

Page 4 

まだまだ問題はありますが、仲良くしなければ

ならない。生きているということの言葉によっ

て、例えば高橋会長の最後の言葉、一年間が走

馬灯のようにめぐってきたと思いますが、その

言葉の表し方によって感動的になります。とこ

ろがこれが、言葉が品のない言葉を使ったら、

この一年間が輝かなくなってしまう。私は商工

会議所の中で雑駁な挨拶をしましたが、美しい

言葉をつかえる人は美しい言葉を使い、心のあ

る方は心を使い、頭のある方は頭を使い、私の

ように力のあるものは汗を流します。 

東金の有志が集まる東金ロータリークラブが

そういったものをもう一度見つめなおし、次の

鈴木年度に引き継がれることを祈念申し上げま

して、私のお礼と期待の言葉といたします。 
 
 
 

お 知 ら せ  

酒飲みの会を 9 月 30 日（水）に行います。 

会場は未定です。希望があればうかがいます。

6 時 30 分より行う予定です。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

出席率  ６月 30 日 
会員数 出席率 コイン BOX 

23 名 100.0％ 37,000 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 


