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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 12 号 通巻第 2708 号 

第 2710 回 例会 ガバナー公式訪問 

2015 年（平成 27 年）10 月 13 日 
12：30 点鍾 

 

 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 
 
かくじゅう 
鈴木 康道 会長 
並木 孝治 幹事 
 
櫻木 英一郎 ガバナー 
親睦委員会 
管理運営委員会 
鈴木 康道 会長 
 

クラブ協議会 
開会のことば 
会長挨拶 
ガバナー挨拶 
ガバナー補佐挨拶 
会務報告 
ガバナー講評 
ロータリーソング 
閉会のことば 

 
並木 孝治 幹事 
鈴木 康道 会長 
櫻木 英一郎 ガバナー 
土屋 俊夫 ガバナー補佐 
 
櫻木 英一郎 ガバナー 
「手に手つないで」 
並木 孝治 幹事 

10 月『経済と地域社会の発展月間・米山月間』 

Economy and development monthly  

Yoneyama of the community are it month 
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 会長挨拶 

 
鈴木 康道 会長 

 

みなさんこんにちは。 

先日は、山田修平パストガバナーにお越しい

ただきました。茂原で IM が行われたとき、山

田修平さんがガバナーとしておいでになりまし

た。ロータリーは何たるものかというお話でし

た。私は一番前の席で会長エレクトとして一生

懸命お話を伺いました。今回も元気になるお話

がありました。 

その時々に上に立つ人は厳しいことを言わな

ければならないこともあります。炉辺会議など

を活発にやって、それからだと思います。先日

の炉辺会議は参加者が少なかったですが、酒を

飲まなくても得るものはあると思います。東金

ロータリーの根本を考えると、目を見開いて将

来の明るい展望を持てるようにしたいと思いま

す。本日は北田会員の素晴らしいお話がありま

すので期待しています。また、5 月 28 日の国

際大会ソウル大会は全員参加で行きたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
並木孝治 幹事 

 

l 八日市場 RC から例会変更案内が届いて

います。 

l 茂原 RC から例会案内が届いています。 

l 来週 13 日はガバナー公式訪問です。例

会の前に会長・幹事、次年度会長・幹事

と打ち合わせ、例会ではガバナー卓話を

聞きます。その後クラブ協議会です。終

了予定は 3 時ごろです。 

l 15 日（木）は成田空港南 RC の 50 周年

記念式典が成田ビューホテルにて行われ

ます。バスを借りましたので 11 時に商

工会議所出発、お昼に航空博物館で「機

内食風お弁当」を予約してあります。4 時

から五月みどりショー、終了予定時刻は

18 時です。 

 

 

 

 

 

第 2709 回 例会の記録 ＜10 月 6 日＞ 
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誕生祝 

 
(左より)鈴木会長、野口 雅子 会員、高山 友二 会員 

 

結婚祝 

 
野口 雅子 会員 

 

 
並木 孝治 幹事 

 

 

 

委員会報告 

 
髙橋 邦夫 国際奉仕委員長 

 

来年予定のソウル国際 RC 大会に関し、参加ツ

アーの企画をこれから集めたいと思います。旅

行者各社に資料を取り寄せるところですが、第

1 弾の資料が届きましたので内容をコピーして

きました。ご覧ください。理事会でもご相談し

ましたが、5 月 29 日（日）が開会式です。開会

式に参加できる日程を組み、3～4 日で考えたい

ということになっています。全員参加を基本と

して、皆さんの参加しやすい企画を考えており

ます。今後資料を取り寄せ、会員の皆様の参加

希望を調査して詰めていきますのでご協力をお

願いいたします。日程について、参加ができる

ようスケジュールを開けておいてください。 

 

 

 

ニコニコ BOX 
●10 月 4 日(日)千葉県トラック協会山武支
部主催「トラックの日」のチャリティーイ
ベントをみのりの郷東金で行い、盛会裏に
終了しました。     古川 秀夫 会員 
●ご奉仕。       髙橋 邦夫 会員 
●誕生祝ありがとうございます。89 歳にな
りました。       高山 友二 会員 
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岡本 秀男 管理運営委員長 

 

 本日の卓話は安藤会員の予定でしたが、急

きょ北田会員にお願いし、快くお引き受けいた

だきました。 

 

卓 話 

 
北田 浩一 会員 

 

本日は商工会議所から見た総合戦略、という

ことでお話をしたいと思います。 

地方創生が始まった経緯ですが、平成 24 年 1

月日本の将来人口の推計がでました。その後日

本創生会議が、人口が減って地方が消滅、2040

年までに 896 自治体が消滅、日本の半分の自治

体がなくなってしまうという衝撃の発表があり

ました。そして内閣府直結の「まち・ひと・し

ごと創生会議」が立ち上がりました。 

東金市が作った総合戦略はすでにホームペー

ジにて発表されています。「豊かな環境と便利さ

を兼ね備え、人が集まる街東金」というビジョ

ンを掲げ、5 つの柱で仕事をしていくというこ

とだそうです。 

1. 元気づくり 

2. 未来づくり 

3. まちづくり 

4. 仕事づくり 

5. 絆づくり 

この下にいろいろな仕事が入っています。 

この総合戦略ですが、人口ビジョンについて

も発表されています。2060 年に東金市は 3 万

4 千人まで減るという推計です。この出生率と

移動率（社会移動）を改善し、人口 5 万人台を

維持する、というビジョンです。 

商工会議所といたしましては、いくつかの提

言をし、採用されました。 

l 東金アリーナ周辺の環境整備によるオリ

ンピック選手団誘致 

l 八鶴湖周辺の 126 号線沿線（旧道）の大

型バス通行開発・整備 

l 東金駅西口周辺の整備 

l バイオマス発電への取組 

出席率  10 月 6 日 
会員数 出席率 コイン BOX 

22 名 88.88％ 10,900 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 


