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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 18 号 通巻第 2714 号 

第 2717 回 例会 

2015 年（平成 27 年）12 月 15 日 
12：30 点鍾 於：東金商工会館 4F 例会場 

 

 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 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

鈴木 康道 会長 

「われらの生業」 

並木 孝治 幹事 

 

とんかつみつはし 

鈴木 康道 会長 

並木 孝治 幹事 

 

東金税務署長  

加藤 正人 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

12 月『疾病予防と治療月間』 

Disease Prevention and Treatment Month 
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 会長挨拶 

 
平間 陸生 副会長 

今日はまた一段と冷え、今年最低気温を記

録したそうです。体調を壊す人も出ているよ

うです。風邪には十分注意して頑張っていき

たいと思います。ロータリーの会員の皆さん

も風邪をひいて合併症が出ることもあります

のでお気をつけください。 

今年も残り少なくなりました。今年も例会

が残り 3 回となりました。今月半ばすぎると

いろいろな模様しものが予定されていると思

います。私の職場でも季節にちなんだ催しを

予定しております。 

今年は急に寒くなったりあたたかくなった

りしています。エルニーニョ現象の影響と言

われています。今年は雪がたくさん振るので

はないかという予想が出ています。気をつけ

る必要があります。 

先日、今日と親睦旅行に言ってまいりまし

た。なかなか良かったです。ロータリーに入

っていなければ、このような非常に有意義な

旅行ができないだろうと思います。 

 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 八日市場 RC より、例会変更のお知らせが

届いております。 

 松戸東 RC より、訃報が届いております。 

 本日理事会がありました。 

 新年会は 1 月 7 日（木）19 時より八

鶴亭にて行います。この日に理事会を

18 時より八鶴亭にて行いますので、理

事の方はよろしくお願いいたします。 

 12 月 12 日（土）東金国際交流協会と

の合同で道の駅みのりの郷東金とっチ

ーノで「国際交流パーティ」を開催し

ます。中学生・高校生・大学生の参加

で 100 名ほどの人数になりそうです。

10 時 30 分集合でよろしくお願いいた

します。 

 インターシティー・ミーティングの日

程が予定より早まり、1 月 14 日（木）

真名カントリークラブです。回覧しま

す。 

 今後、振替例会などが増えてきますの

で、スケジュールにご注意ください。 

第 2715 回 例会の記録 ＜12 月 8 日＞ 
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結婚祝・誕生祝 

 
結婚祝 高山 友二 会員 

 

 
誕生祝 安藤 正義 会員 

 

委員会報告 

 
髙橋 邦夫 国際奉仕委員長 

2 点ご連絡します。 

ソウル国際大会への参加について、参加者

は小林信雄会員と鈴木康道会長のお二人と確

定しました。もし、参加希望の方がいらした

ら、小林会員にご相談ください。 

東金国際交流パーティについて、12 日 10

時 30 分にみのりの郷東金レストランとっチ

ーノにお集まりください。約 2 時間、城西国

際大学の留学生、国際交流協会の皆様、地元

の中高生が集まり、にぎやかに行います。チ

ラシを作成し、中高生、大学生の勧誘をして

おります。合わせてロータリークラブの封筒

も併せて作りました。もしご活用いただける

場面がございましたらご利用ください。皆さ

んの周辺で興味のある方にチラシをお渡しく

ださい。 
 

 
長尾 邦俊 親睦委員 

先週 12 月 1～2 日、京都へ親睦旅行に行っ

てきました。 

 

 

 

 
 

ニコニコ BOX 
●ご奉仕。        古川 秀夫 会員 
●福岡店を 12月 1日にオープンしました。 

菅原 實 会員 
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クラブ総会 

 
小林 信雄 会長エレクト 

東金ロータリークラブ総会を勧めさせてい

ただきます。次々年度会長の推薦ですが、指

名委員会と手続きを踏み、原案として秋葉芳

秀会員にお願いをしてはどうかということで

ございます。ここで皆さんにおはかりをいた

します。 

（拍手） 

賛成多数ですので、次々年度東金ロータリ

ークラブ会長として、秋葉芳秀会員を会長と

してご指名させていただきます。ありがとう

ございました。 

次年度役員の件につきましては、しばらく

お時間をいただき決定をしていきたいと思い

ます。皆さんそれぞれお願いをさせていただ

くのですが、ロータリークラブはご使命を頂

いた場合には断れない、ということが伝統的

にございます。ぜひ、お受けいただきたく思

います。皆さんご多忙であられますので、大

変だと思いますがよろしくお願いいたします。 

案件としては以上です。ここで一年間の反

省あるいは次年度への提案がございましたら

お伺いを致します。その後、次年度幹事の秋

葉会員より一言ご挨拶をいただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

 
秋葉 芳秀 次年度幹事 

ただいま小林会長エレクトからお話があり

ました通り、クラブ 22 名の方々の会員歴を

調べてみました。私の会員歴は30 年でした。

一番古いのは 45 年目の大坪会員、次は 35 年

の菅原会員、次は 34 年目の高山会員です。

構成メンバーとしては圧倒的に 15 年未満の

方が多くなっております。そのようなわけで、

先ほどご紹介いただきました通り、次々年度、

59 代会長を務めさせていただきます。前回は

平成 18 年 48 代会長を務めさせていただき

ました。 

会員を増やすということが当クラブの課題

ですので、これから数年間皆さんと一緒に頑

張っていきたいと思います。私は高山会員に

案内されて入会したときには 70 名の会員が

いました。30 年前です。会員数をもとに戻す

のは大変ですが、30 名くらいの会員数まで持

っていきたいと思います。 

会計も 7 年連続でやりました。次年度は幹

事になりますので、別の方に会計を引き継が
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せていただきます。よろしくご協力のほどお

願いいたします。 

 
次年度基本方針について 

小林信雄会長エレクト 

次年度の基本方針を述べさせていただきま

す。 

 新入会員に対してきちんとロータリー

について説明をする。新入会員がお入

りになった場合には、それぞれ顧問を

つけさせていただく。 

 移動例会を実施する。 

 例会の会議の中で、一人一言必ずお話

をしていただく。自分の職業について

や職業奉仕、社会活動についてご説明

をいただければ非常に活発になるので

はないかと考えております。 

 先般、東金市は長野県安曇野市と友好

都市となりました。安曇野ロータリー

クラブがございますので、できれば皆

さんの了解を得て友好クラブあるいは

姉妹クラブ提携をしてまいりたいと思

います。友好クラブというものは、で

きたら国際的に考えていきたいと思っ

ております。国際的にどういうことを

やるのか、ということを考えてみたい

と思います。たとえば、東南アジアの

ラオスという国に個人的に非常に興味

を持っております。皆さんとご相談を

しながら何か一つやっていけるのでは

ないかと考えております。 

DLI（Discussion Leader Institute）が先日終

了しました。ロータリーの勉強の 8 割という

ことになりますので、そこからまた勉強が始

まります。1 月に講習会があり、スタート点

が決まったということです。もし、皆さんも

お時間がございましたら研修会に一日でも参

加をしていただければと思います。 
 

 
 

 



 

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

Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出席率  12月 8日 
会員数 出席率 コイン BOX 

22名 84.21％ 1,950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 

２０１５年１２月１２日（土）道の駅みのりの郷東金レストランとっチーノにおいて、東金国際交

流協会と東金ロータリークラブの共催で「東金国際交流パーティ」を開催しました。 

当日は１３３名の参加者が集まり、にぎやかに和気あいあいと、あっという間の２時間でした。地

元からは５５名の中高生が集まり、城西国際大学の留学生の皆さんと若者らしいコミュニケーション

を活発に行っていました。 

東金国際交流パーティ 

2015年 12月１２日(土) 於：レストランとっチーノ 


