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第 58巻第 26号 通巻第 2759号 

第 2773回 例会 

2017年（平成 29年）4月 4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 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

誕生お祝い 

結婚記念お祝い 

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 

 

該当者なし 

該当者なし 

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 

会長欠席のため、次年度会長挨拶 
秋葉 芳秀 会長エレクト 
先日の日曜日に会長エレクトセミナーがあり

ました。次期の会長・地区委員・ガバナー・パ
ストガバナーが集まり時期の活動計画の説明が
ありました。 
圡屋亮平さんと言う方から、職業奉仕につい

ての話がありまして、とてもよいお話でした。
ロータリーの綱領とはどういう性格のものなの
か、また、『奉仕の理想』と言う、分かるようで
よくわからないような世界です。ロータリーク
ラブというのは職業を通して奉仕するという社
会性があるというユニークさをお述べになりま
して、良いお話でした。特に佐藤千寿さんと言
う、お亡くなりになりましたけれども、思い出
をたっぷりと語っていただきました。 
最後に台湾の第 1 回米山奨学生の方が、今の

台湾総統の顧問に就任したと。ですから米山奨
学生も、初めの方がだいぶ活躍しているなあと
いう感じです。 
今日は北田会員がおりません。この 3 月末を

以て会議所の専務をお辞めになるので、ロータ
リーの方も退会なさります。そのあとの方が入
会するかどうかはまだわからないのですけれど
も、会費は東金商工会議所負担で下期分までも

らっておりますので、4 月以降 3 ヶ月ですけど
も、新しい専務が就任しましたら、北田さんの
後を 6 月までいてもらいます。そのあとは会議
所でもって負担しませんので、個人負担になり
ます。ですので、そのあとはちょっと問題かな
あと思います。 
北田さんと、新しい方の歓送迎会を予定して

おります。4 月の夜になると思います。そこで
新しい方にお会いして、説得をして、引き続き
会員として残ってもらうようにお話をしようと
思っています。今までずっと会議所負担で会費
を持ってもらっていたのが、個人負担となると、
相当難しいのかなという気もしますけれども、
一応、4，5，6 月 3 ヶ月は後任として入っても
らって、その間にどうやって彼を説得できるか
ということなのかなと思います。 
 

クラブ役員について報告 

 
並木 孝治 次年度幹事 
皆様のお手元に 2017-18 年度クラブ役員と言

う資料があります。当クラブも会員が極端に少
なくなりまして、一人が一役をやらないと間に
合わないということで、私も幹事をやりながら
会員増強もやらなきゃいけない状況でございま
す。次年度幹事の一存で決めましたけれども、
御了承ください。 

第 2772回 例会の記録<3月 28日＞ 
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親睦委員会報告 

並木 孝治 親睦委員長 
 
家族旅行を親睦委員会として以下の通り企画

いたしました。 
旅行先：米山記念館（静岡県三島市）及び富士
花鳥園（富士宮市） 
行程：9時出発 正午ごろ三島着 
三島にて昼食（ウナギのお弁当） 
米山記念館見学の後、花鳥園へ 
※フクロウやミミズク、インコなどがいて、5
月ですので花もきれいに咲きそろっています。、
20時商工会議所に着（道路事情により若干変更）。 
費用:総額 329,480円。25人で行った場合は、一
人 13,179円（あとは会の方でどのくらい負担を
していただけるかにより増減あり） 
夕飯は、宴会をやらないで、パーキングかど

こかでちょこっと食べるぐらいを考えています。
質問がありましたら、いつでも声をかけてくだ
さい。 

 
 
 
 
 

幹事報告 

 秋葉 芳秀 幹事 
○4 月 8 日（土）茂原ＲＣ創立記念例会と式典
は場所はホテル一宮シーサイドオーツカ 15
時点鐘です。各自で会場までお出かけ下さい 

○4月 22日（土）に次期役員の地区研修協議会
があります。点鐘は 10時、幕張のアパホテル
が会場になります 

○会長エレクトセミナーで上半期の全体の日程
が決まりました。資料をコピーいたしました
ので見てください 

○当クラブのガバナー訪問、東金ビューとの合
同例会になります。9月 22日です 

○その 2週間前の 8月 29日にガバナー補佐訪問
があります 

○8月 5日が奉仕プレセミナーです 
○6 分区情報研修会が 10 月 17 日です。会場は
未定です 

○11月 20～23日 地区大会です 
○来年の 2月 20日がＩＭです 

ニコニコ BOX 
〇昨日の仙台を最後に、新製品展示会を終了し

ました 

菅原實 会員 
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セミナー報告 
秋葉 芳秀 幹事 

会長エレクトセミナーのメインテーマは会員
増強。大原クラブ８名大多喜クラブ５名と、残
すところがない状況です。何かしなければいけ
ません。 
 
１.職業分類が緩くなった 
多様な職業の会員が混在することでクラブが

活性化する。不足している職業に重点を置き、
勧誘する。情報入手と会員が動くことが大切。 
候補者を例会や行事にお招きをし、今の会員と
懇談することが大切。 
２.名前のリストの作成 
長期的・継続的に対応する。特に山武市や九

十九里町からの入会者を探す。現在の会員は必
ず 1名を紹介してもらう。 
３.名誉会員 
東金・山武・九十九里の各首長に就任を要請

する。元会員にもふさわしい方に就任を要請す
る。名誉会員には新入会員候補者を紹介しても
らう。 
４.ニューメンバーズサービス委員会 
入ってきた会員をアフターフォローすること

が目的。 
新入会員の年会費は 2 年間半額にして、入会

しやすい環境整備をする。委員長は新入会員の
メイキャップなどに同行する。その方の職場を
訪問し、親睦を深める。 
 

５.会員の満足度を高める例会・対外活動 
工夫をし、知恵を出し、例会というものを時

間を費やす価値があるものにすること。実際に
は大変だと思う。全地区がおそらく悩んでいる
ことだと思う。現在の会員に十分に耳を傾けた
運営をする。クラブ活動を通じて貴重な人脈作
りをし、生涯の友人を作るために、ロータリー
は良い組織だと考えています。 
ロータリー文庫の活用：ｗｅｂに載っている。

ためになる知識を最低月 1 回は入手して皆さん
にお渡ししたい。 
 
圡屋亮平さんが力を込めてお話された 
人のために尽くし、御客に喜んでもらうこと

が事業の繁栄の秘訣である。そういう心を持っ
ていれば事業は繁栄する。情けは人のためなら
ずを信じること。必ず自分に回ってくるという
ことを信じなさい、とおっしゃっていました。 
ロータリークラブの実践原理とは職業を通じて
奉仕をする。これは社会性がある実践原理であ
り、ロータリーはユニークな活動なんだという
ことです。 
「ロータリーの友」によると、日本のロータ

リークラブの会員数の平均は 40 人だそうです。
そんなにいるかなと思いますが、頑張って、方
策を練って増やしていきましょう。入ってきた
方には「会ったら一生涯の付き合いだ」という
気持ちで臨んでいきたいと思います。 
 
 

出席率  ３月２８日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１７名 ７１．４２％ ３，０００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 


