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第 58巻第 3３号 通巻第 2766号 

第 2780回 例会 

2017年（平成 29年）６月６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 

お誕生お祝い 

米山奨学金授与 

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 

「君が代」「奉仕の理想」 

秋葉 芳秀 幹事 

 

みつはし 

小林 信雄 会長 

秋葉 芳秀 幹事 

小林信雄会長、岡本秀男会員 

カン・パンナレットさん 

 

カン・パンナレットさん 

河野知宏 ガバナー補佐 

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 
本日はロータリー財団について方針の変わっ

た点を見ておきたいと思います。宇佐見透地区
財団委員長によると、国際ロータリー財団の「未
来の夢計画」についてのパイロット地区実施を
検討して 3 年間経過したので、それを本格的に
実施することになったそうです。財団創設 100
年の今年は、財団資金（DDF,WF）を活用して、
地域の方々と交流を通じ、ロータリーの理解と
地域の特性に沿ったクラブ活性化が求められて
います。 
財団資金を利用して、地域住民と共に奉仕活

動を展開し、地域にわかりやすい奉仕活動を実
施し、新会員を迎え入れる。それがクラブ活性
化につながるとあります。 
「未来の夢計画」future vision によって財団

の仕組み、寄付金の使われ方は基本的には変化
しているわけではなく、簡素化されたそうです。
変わった点は、寄付金の使われ方が、地区財団
委員会に権限が大きく委譲されたことでありま
す。 
さかのぼって、ロータリー財団は 1912年、ア

ーチ C.クランフＲＩ会長が良いことをするため
の基金の設置を提案、1928年にロータリー財団
として新しい組織となりました。その後、2013

年 7 月より「未来の夢計画」において財団プロ
グラムとして位置づけられました。 
変更内容は以下の通りです。①運営を簡素化

する②優先的ニーズに取り組むこと③世界的目
標と地域的目標の両方を果たすこと④地区レベ
ルの自覚を高めること ⑤ロータリーの公共イ
メージを高めること 
旧プログラムと新プログラムの比較 
継続  ○地区補助金○マッチンググラント

（人道的奉仕）○ロータリー世界平和奨学生○
ポリオプラス 
廃止 ○ボランティア奉仕活動への補助金○

国際親善奨学金○研究グループ交換○保健、飢
餓追放及び人間尊重補助金 ○大学教員のため
のロータリー補助金 
全体的に、地区での活動に重点的に資金を出

すので、地区活動を盛んにしてほしいというこ
とのようです。 

 

幹事報告 

秋葉 芳秀 幹事 
○来月の予定 
 6 月 6 日理事会の後、例会の中でガバナー補
佐河野様の下期訪問があります。米山奨学生
のスピーチもあります 

第 2779回 例会の記録<5月 30日＞ 
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 6月 13，20日の委員会活動報告の後、ビデオ
上映をいたします 

 6 月 27 日は夜間例会、東金の竹田屋で 18 時
点鐘です 

○活動計画書は 6月 6日が提出期限です 
○個人情報保護法が全面施行になりましたが、
活動計画書の会員の情報は今まで通りに掲載
します。変更がありましたら通知して下さい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

卓話 
 
 

小川 秀二 東金商工会議所 会頭 
 
 

会頭に就任して 

 
日頃は商工会議所の活動にご理解とご協力を

いただき、ありがとうございました。私は昨年
11月より古川会頭の後を受け会頭に就任するこ
ととなりました。古川会頭の路線に私の想いと
を加え、行動する会議所にするべく新たな気持
ちでスタート致しました。 
ところが就任早々、本年の正月に脳梗塞を発

症し長期離脱を余儀なくされましたが、幸いな
ことに軽度であった為、5 月より公務に復帰す
ることが出来ました。この間病床にて、出発に
際して改革をいくつか準備を進めていた項目が
遅れてしまうことが歯痒く焦る気持ちがありま
したが、3 人の副会頭、専務理事等の力により
心配することなく業務が遂行され感謝しており
ます。 

 

3年で結果を出す 

 

さて、私は年初にあたり「地方基調の活力強
化と思案・行動・完結」を会議所のスローガン
に行動重視の活動を進め、3 年後には東金地区
の経済を良くする約束を致しております。社会
環境が著しく変化する現代においては長期では
なく 3 年のサイクルで目標を設定し行動し完結
していかなければなりません。スタートは少し
遅れましたが、まず実行しやすい事業より取組
を開始し、役員会員事務局等オール会議所とし
て力強く実行していただいております。困難な
道ですが少しずつでも前に進みたいものです。 
 

 

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） 
 長尾邦俊 会員（職業奉仕委員長） 
 髙橋邦夫 会員（管理運営委員長） 
 秋葉芳秀 会員（幹事報告） 

ありがとうございました 

提出期限は本日となっております 
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商工会議所における東金の現状と展望 

 
此処で県内の 21 の商工会議所における東金

の位置関係などをお話したいと思います。別表
を見ていただきますとお解りの様に東金の収支
予算は下位を示しております。総事業者数に占
める会員数の割合は 50％を超えており県内でも
トップクラスですが、個々の会員の会費口数が
少ない為、収入が伸びておりません。 

 
特別会計の収入もなく、運営には苦労してい

るのが現状ですが、会議所活動が縮こまらない
よう、部会、委員会活動を最重要項目に位置づ
け、予算を増強し他に無駄をはぶける項目があ
れば徹底的に削減する努力をしております。又、
各事業に県や市から補助金が活用できる方法も

検討しており、厳しい中でも正常な会議所活動
できる様、知恵と汗を出しているつもりです。 
「サンピアの復活なくして東金商業の復活な

し」と言うことで、サンピアさんとの協議を始
めました。商工会議所の若手が、空き店舗に何
かお手伝いできないか、など、いろいろな観点
からお話をさせていただいています。また、苺
業者の方々の復活をやりたいと思います。山武
市はマスコミを使ったり、後継者がたくさんい
て、苺街道も出来ていて大変盛んです。東金で
もそれができないだろうか。出来なければ都内
から苺をやりたい移住者を募り、権利を買って
もらって栽培の商いをしていただく。このよう
にいろいろな切り口からやってまいります。 
その他として県内の各都市間の格差が生まれ

てきております。つくばＥＸ開通による柏、流
山の開発、アクアラインとつながる館山道との
南房総の経済効果、それに比べてアクセスの悪
さから依然として落ち込みの激しい銚子地区…。
我が東金地区をみてみると圏央道は開通しまし
たが通過点に過ぎなくなってしまうおそれもあ
り本来、山武市、大網白里市とも協同にて経済
運営をする必要がある中、山武市は成田を向き、
大網白里市は千葉を向いた活動をするきらいが
あり問題もあります。 
そんな現状でありますが会議所、行政、その

他関係する皆で現状を正確にとらえ、目標に向
かってまい進してまいります。東金ロータリー
クラブの皆様におかれましてもご指導、ご鞭撻
のほど宜しくお願い申し上げます。 

出席率  5月３０日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１６名 ７５．００％     １，１５０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 
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