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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 25 号 通巻第 2721 号 

第 2728 回 例会 

2016 年（平成 28 年）3 月 8 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 

「我等の生業」 

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 

 

東金警察署長 

佐々木幸司様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

鈴木 康道 会長 

 

3 月『水と衛生月間』 

Water and Sanitation Month 
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会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 あっという間に 3 月になりました。 

 先日、東金警察署管内で過去 6 年間に 100 件

に余る盗みを働いていたコソ泥が捕まりました。

いままで警察をだまして足跡を残さず完璧な泥

棒をやっていた 38 歳の男でした。自分のプラ

イドというか、捕まえてみろという気持ちで 6

年間にわたって東金・茂原・山武・千葉の方ま

で盗み歩いた泥棒でした。 

 そこで警察の報告会があり、出席してまいり

ました。その中で、東金警察署がとても手に負

えない状態で、周辺の人と共同体制で応援を求

めながら追いかけていたということです。これ

は面白い話が聞けるな、と期待をしてまいりま

した。 

 テーブルに 5～6 人ずつ座って話を約 2 時間

しました。核心に触れる話になると、警察の人

は返事をしません。期待過剰で拍子抜けした感

じがしますが、今の社会の難しさ、文明・文化

が頂点に達して、今下降線をたどっているよう

な時代に、レベルの高い情報をもって頭のいい

人が増えて、情報が氾濫している。警察署とし

ても犯人逮捕についていろいろな面で神経を使

って骨を折って、ようやく捕まえてくれた、と

いう祝勝会のような集まりでしたが、以前なら

ば単純明快にできたことができなくなった社会

になった。結局、具体的な現場の話は聞けず、

総括的な、テレビや新聞で知ること以上のこと

は警察の方も話しませんでした。 

 思うには、我々の逮捕してほしい、という思

いを叶えようという重圧があって、それが励み

にもなっているのでしょうけれど、現場の刑事

さんが夜寒い中で犯人が来ると思しき場所に張

り込みをしている。1 年前から目星をつけてい

たとのこと。張り込みの状況も寒い中長時間で、

とても大変だったようです。 

 今の世の中、医療でも社会保障でも、際限の

ない泥沼、過剰に進歩しすぎた。これ以上世の

中便利にならなくてもよいように個人的に思い

ました。 

 ロータリークラブもそうですが、親睦団体で

いいんだ、という気分でやっております。ご協

力に感謝申し上げます。 

 

 

 

ニコニコ BOX 
●2月 27日（土）・28日（日）にて、第 3
回川淵三郎杯少年サッカー大会を開催いた
しました。ご支援を頂きまして感謝いたしま
す。        小久保良行  会員 
●青山での新製品発表展示会に大勢のお客
様に来ていただきました。 菅原實 会員 

第 2726 回 例会の記録 ＜3 月 1 日＞ 
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幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

 八日市場 RC より週報が届いております。 

 地区より本年度・次年度が協力して退会防

止の案内が来ております。地区では 2799

名まで来ております。6 月末に大会者が増

えてしまいますので、大会防止の努力をお

願いいたします。 

 次年度会報カバーの色を決めていただきま

す。ロータリーのロゴマークに文字も追加

されます。 

 29 日（火）の例会は「肉の日」ということ

で焼き肉パーティを行います。場所はケイ

ヨーD2 の前、以前は後楽大飯店だったとこ

ろです。そこを成田南 RC ガバナー補佐幹

事の古西君が経営する焼肉屋になりました。

登録料 3,000 円です。お誘いあわせの上ご

参加ください。 

 

 

 

 

卓 話 

 
小林 清益 元会員 

 自己紹介をする必要はないですね。皆さんお

知り合いです。昨年 4 月より商工会議所へ週 3

日出勤をしております。「地方創生」に関する事

項を特命として勤務しております。 

 地方創生関係でご紹介をさせていただきます

と、消滅可能性都市とか、消滅可能性自治体な

どという言葉をお聞きかと思います。どんな尺

度で行っているかといいますと、日本創生会議

という会議があり、2040 年までに 20～39 歳

の女性が現在より 50％以下に減少する自治体

を消滅可能性都市と言っています。残念ながら

東金市も入っております。全国 896 自治体がそ

の可能性があります。社会減・社会増を含めて

いません。東金市は人口そのものが約 34,000

人になるだろうという推移です。現在の東金市

当局は 5 万人を割らない都市にしよう、と頑張

っています。ロータリーのメンバーでは高橋さ

んが東金市の総合計画に関する会議では委員長

として何年もお骨折りいただいております。第

4 次総合計画第 5 期目、いま最後の年度が始ま

っております。これから新しい計画が進んでい

くと思います。現在の商工会議所では、東金の

職場が働きやすい職場になるために「ワーク・

台湾震災義援金（3/1） 5,000 円 
累 計 26,900 円 
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ライフ・バランス」働き方と生き方のバランス

をとった、よい人生を送れるように、と事業を

始めました。主に会社の事業を見直し、効率を

上げながら残業を無くすというコンサルタント

の育成、女性の力を生かすために「ネクスト・

リーダー」女性リーダーの育成をやっておりま

す。本日の東金市の広報に掲載されましたが、

3 月には一般の方も対象とした「ワーク・ライ

フ・バランス」そのもののセミナーを開催いた

します。その他、東金市は観光を通じて交流人

口を増やしながら定住人口を上げていこう、と

いうことで、八鶴湖を見直そう、という事業も

始まっています。八鶴湖畔に大型バスが駐車で

きるようにしようという事業です。その他、旧

多田屋、八鶴亭を利用した事業を展開しようと

28 年度から本格的に動き始めます。 

 若い子育て世代の方々に来ていただくために

幼保一元化、認定こども園、できれば民間の知

恵や活力を生かして導入する、あるいは、新し

くいらっしゃる方の住宅取得の補助などが展開

されると思います。 

 では、ロータリーではどうだったのかといい

ますと、創立 24 年の時に私は入会し、翌年は

創立 25 周年の式典を学芸高校で行いました。

私の記憶に残っているのは、入会したばかりの

私を司会に起用していただいたこと。また、25

周年記念誌の中でロータリーのエポックを記事

にいたしました。入会したての若い会員の座談

会を行いました。それから、卓話の最中に倒れ、

そのままお亡くなりになられた川口敏郎さんの

こと。東金商工会議所の二代目の会頭であり、

千葉県中小企業団体中央会二代目の会長を歴任

された方でした。卓話を録音したテープと、古

い会員のいろいろな話を聞いて川口さんについ

てまとめたものを掲載しました。 

 菅原さんとは会長・幹事でやらせていただき

ました。その節はお世話になりました。 
 

  
 

創立 40 周年の時に私は会長でしたので、40

周年記念事業を行いました。土屋さん、大坪さ

ん、高橋美光先生が大変協力をしてくださり、

平尾正明さんを無料でお招きいただき、大コン

サートを開催しました。平尾さんだけでなく、

たくさんのお弟子さんたちを連れてきてくださ

いましたので大変立派なコンサートで、家族は

もちろん、東金市内のたくさんの人たちに喜ば

れた記憶があります。
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出席率  3月 1日 
会員数 出席率 コイン BOX 

21名 100.00％ 2,000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 
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