第 57 巻第 9 号

第 2707 回

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
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通巻第 2704 号

夫

例会

2015 年（平成 27 年）9 月 15 日

18：00 点鍾
新千葉カントリークラブあさぎりレストハウス

Program
創立 56 周年記念例会
進行：野口 雅子 S.A.A

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

例会場

東金商工会館４階

12:30〜13:30

開会宣言・点鐘
歌
四つのテスト唱和
お客様紹介
会長挨拶
夫人の会会長挨拶
来賓挨拶

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

閉会宣言・点鐘
懇親会

鈴木 康道 会長
「君が代」
「奉仕の理想」
並木 孝治 幹事
渡邉 直樹 親睦委員長
鈴木 康道 会長
東金 RC 夫人の会 会長
大坪 紘子
東金市長 志賀 直温 様
第 2790 地区第六分区
ガバナー補佐
土屋 俊夫
東金ビューRC 会長
山岡 利匡
並木 孝治 幹事
鈴木 康道 会長
司会：渡邉 直樹

演者紹介
乾 杯
創立記念ゴルフ大会表彰
フルート演奏
ロータリーソング
閉 会

鈴木 康道

会長

並木 孝治 幹事
桑原 友美 様
「手に手つないで」

Basic Education and Literacy Month

1

様
様

親睦委員長

9 月「基本的教育と識字率向上月間」

Page

様

======================Togane Rotary Club
第 2706 回

2015-16 =====================

例会の記録 ＜9 月 8 日＞
しく頭を使っているのがよいです。コミュニケ

会長挨拶

ーションが不足するといけません。人生を楽し
むために自分で出来ることをやって、気をつけ
ていかなければなりません。

幹事報告

平間 陸生

副会長

私の健康ですが、この 3〜4 年いろんな面で
ダウンしてきました。最初に腸閉塞になりまし
た。体を切ると体力が落ちます。その後首の後
並木 孝治

ろのじん帯が固まって痛みが出ました。モーラ
ステープを貼ると楽になります。今度は目をや

l

られ、右目が歪んで見えるのです。千葉大に行

幹事

「Eastend Beginings

始まりは終わり

終わりは始まり」のチラシをお配りして

ったら、目の奥の静脈が詰まっている、という

います。10/3、4 日に八鶴亭のこまち劇

ことで治療しています。幸い左目は良いので、

場で行われます。

左目の白内障の手術をし、無事に免許の更新が

l

できました。ホッとしています。

八日市場 RC から例会のお知らせが届い
ています。

神奈川県で有料老人ホームでの事故があった
とのこと。利用者もいろんな人がいるので、職
員同士でかばいあうことなく気をつけるように

l

銚子 RC から活動計画書が届いています。

l

やっさフェスティバルの清掃活動につい
て、やっさフェスティバル推進協議会か

普段から注意しています。また、利用者のほと

ら感謝状が届いております。

んどがアルツハイマーです。老化によっておこ

l

る病気ですから、普段からの運動が大事です。

『ロータリーの友』英語版が発刊されま
した。希望者は注文書があります。

出来るだけ運動して、血液の循環を良くし、知

l

的活動、いろんなことを考えることを普段から

ボーイスカウト東金一団からお知らせが
届いていますので回覧します。

気を付けるとよいようです。それから趣味。楽
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来週 15 日は創立記念例会です。例会出

卓話予定をクラブ通信でお知らせできなかっ

席人数は 45 名ほど。ゴルフ参加者は 6

たので報告いたします。本日は小林会員に卓話

名です。ゴルフに参加できる方はよろし

をお願いしています。次週は記念例会ですが、

くお願いいたします。

29 日の例会は地区研修委員長の山田修平委員

9 月 18 日志津本にて会長・幹事会を予定

長の卓話をお願いしております。たくさんのご

しています。

出席をお願いいたします。
卓話は会員卓話と外部卓話を 2 か月くらいのロ

委員会報告

ーテーションで組んでいきます。

卓 話

小久保 良行

広報公共委員長

8 月 22 日（土）やっさフェスティバル清掃活

小林 信雄

会員

動の写真を地区へコメントをつけて提出しまし
『卓話 Table Speech とは何か』

た。IT 広報公共イメージ委員長の大谷京子さん

ロータリーの卓話は、例会時間のうち後半 30 分

へお送りし、FaceBook に掲載されたとのことで

に行われる有意義な講和のこと。

す。引き続き、いろいろな活動を広報していき

会員

たいと思っております。

会員以外

の人から話を

地域社会
職業上
専門知識

を聞くことである

ロータリー情報
卓話を聞くことは、
職業を理解し、親睦を深め、
ロータリーの奉仕の理想の推進に役立てるため
岡本 秀男

である。

クラブ管理運営委員長

Page

3

======================Togane Rotary Club

2015-16 =====================

（別紙 英語分配布）

員数 51 名以上のクラブは同一職業分類に

注） 1905 年シカゴクラブ結成当初は新聞記事を読み

属する正会員がクラブ会員の 10％以下で

あった。第 3 回会合（3 月 23 日）で石炭賞のシルベス

ある、となった。また、職業分類表はクラ

ター・シールが『石炭業界について』話している。これ

ブで作成するものである。
（原則 RI、地区で

が卓話第 1 号といわれる。

用意はしていない）

「ロータリークラブ入会のための必要条件考」
◎入会の意義

◎入会と留意点

ロータリーに正会員として入会するためには、

1.

新入会員として一定の手続きを済ませた後
に、東金ロータリークラブの正会員となる。

会員の誰かが推薦し、会員による選挙など一定
の手続きがあって、
善良な成人であり、
職業上、

2.

正会員は、毎週の例会に必ず出席する（定

地域社会で評判の良い人と紹介者の判断が必要

款を守る）という義務がある。
（新入会員が

である。会員すべての同意が必要である。

欠席するとクラブのほかの会員が迷惑する）

入会を認められることは、クラブにとって必

3.

相当の事由があって欠席しなければならな

要な人材であり、入会候補者が自ら承諾したか

い場合には、欠席する例会日の前 1 週間に

らである。入会するとクラブの権利と特典が認

他のクラブに出席して、欠席を補填するこ

められる。

と（だたし、特別な理由での例会欠席の場
合は事務局または役員に前もって通報する

◎入会承認の理由
1.

こと。事務局連絡先： ✉ office@togane-rc.jp）

ロータリーにおける奉仕の理想の精神を業
界に広めていただくためには、最適任者と
認められた者なのである。

2.

クラブの全会員が入会候補者の職業的、社
会的行動を高く評価し、親交を深めること
を希求し、社会奉仕を更に広め、人間性の

ニコニコ BOX

向上を全会員が願っているということであ

●松屋銀座にインショップをオープンしま

る。ロータリーの特色の一つに職業分類制

した。

菅原 實 会員

●ご奉仕

度があって、1 業種 5 名まで（2001 年規定

小久保 良行 会員

審議会で 1 業種 1 名から変更）となり、会

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。

会員数

出席率

コイン BOX

電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559

22 名

100.00％

1,900 円

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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