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第 60巻第 4号 通巻第 2802号 

第 2826回 例会 

2018年（平成 30年）7月 31日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2018～2019年度 
国際ロータリーテーマ 

インスピレーションになろう 
国際ロータリー会長  バリー・ラシン 
第 2790地区ガバナー  橋 岡 久太郎 
第７グループ 

ガバナー補佐  髙 山 義 則 
東金ロータリークラブ会長 古 川 秀 夫 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 

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 

お客様紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

卓話 

 

活動計画発表 

委員会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

古川 秀夫 会長 

「ROTARY」 

並木 孝治 幹事 

 

かくじゅう 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

久江 雅彦 様 

（共同通信社） 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

古川 秀夫 会長 

         

 



 

Page 2 
 

会長挨拶 

 
古川 秀夫 会長 

猛暑ではなく酷暑という言葉を最近聞く
ようになりました。被災地を含め、各地で命
に係わるという事でニュースやきしょう調
の発表がおおくなっております。「俺は若い」
「俺は元気だ」と言わず、皆様も熱中症には
ご注意いただきたい。今も並木幹事と話して
いたら、ここの元会員の方が、つい先日栃木
に行って救急車で運ばれたそうです。急に手
が震えてきて、気が付いたら病院のベッドの
中だったという事だそうです。くれぐれもご
注意いただきたいと思います。 
世界的な異常気象と言われることがここ

数年続いております。先日新聞に出ていたの
ですが、日本の気象の専門家が南極から深さ
３０００メートルの氷を採取して分析した
ところ、４万年に１度、こういう異常気象が
起きるらしいと分かったと。そういう可能性
があるという事です。そういう面からみると、
温暖化だけではなく宇宙を含めた地球規模
の、計り知れないメカニズムの中で我々は地
球の一生の中のほんの一瞬を生きていると。
４万年の中の酷暑、異常気象と言われる状態

が何年続くかはわかりませんが、そのような
ことが載っていました。 
温暖化の原因は、アジアから排出される二

酸化炭素だそうで、これがオゾン層を破壊す
る。これについては、まず中国が環境問題に
注意してもらわないと地球規模での解決が
出来ないと書かれておりました。何はともあ
れ、我々は宇宙の中で地球の長い年月の中の
一瞬を生きているわけです。やはり、自然と
一緒に生きていかなければなりません。その
ようなことを新聞を見て感じました。 
本日は、今年度の事業報告がございますの

で、よろしくお願いいたします。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

〇以下のご案内 
・８月２５日千葉県南総文化ホールにてイン
ターアクト大会 

・地区の寄付レポートによると、東金クラブ
は今のところゼロになっています 

・ガバナーノミニーデジグネート候補者推薦
のお願い。ガバナー予定者は連絡を 

・ロータリー全国囲碁大会 
・市原ロータリークラブより事務局・例会場
変更のお知らせ 

第 2826回 例会の記録 <7月 24日＞ 
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・ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

カンボジア小学校修繕について 

 

秋葉芳秀 会員 

 前の奨学生ナレットの縁で、カンボジアの
学校の修理の話が進み、地区補助金決定のお
知らせが先週届いた。ロータリー財団委員会
の委員長は桜木さん。プロジェクト名「カン
ボジアスマオン小学校の屋根修理」で申請し
た金額が２５万円。為替レートの関係で、決
定額は２４万９９２０円。財団委員会の意見
は「現地での活動を写真などを多く添付して
下さい。可能であれば、現地の子どもたちの
感想文も添えてください」とのこと。カンボ
ジアについては前に新聞記事を紹介したが、
今から４０年ほど前にポルポト派政権が極
端な共産主義政策を行い、学校教育を廃止、
校舎を破壊し、教員や医師は国の敵だと処刑
された。吉川氏は昨年私費を出してカンボジ
アに学校を創ったという記事だった。今でも
学校そのものは急ごしらえのため、満足な状
況ではない。 
当クラブは校舎の修理という事で一歩を

踏み出す。小林信雄会員からも言われたが、

これから日本にあるカンボジア大使館と連
絡を取り、カンボジアの国家教育機関と連絡
を取ることになると思う。出来るだけ早く実
行したいと考えている。船橋ロータリーの先
達者にお話を聞いたり、吉川先生に来ていた
だいたりと、これからやることはたくさんあ
る。お知らせの裏側にカンボジア小学校の雨
漏りの写真がある。スマオン小学校かはわか
らないが、同小学校もこのような状況だと思
われる。 
先日、千葉日報の６月１８日に掲載された

記事を配ったが、たまたまこの記事を書いた
共同通信社の入江雅彦氏が来週の例会で卓
話をした頂けることになった。千葉日報の方
にも同席していただく予定。入江氏の記事に
よると今から２５年前に多田さんと言うカ
ンボジアＰＫＯの方が事件に巻き込まれ亡
くなったという。いろいろな知識を吸収して、
今回の小学校の屋根の修理に臨みたいと思
う。地区に報告するために、記録を残してい
きたい。皆様のご協力が必要ですので、よろ
しくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 月２４日 
会員数 17 名    出席率 94.12％ 
コイン BOX    1,497 円  
ニコニコ BOX   2,000 円 

ニコニコＢＯＸ 
〇千葉学芸高校ゴルフ部と自転車競技部が全国

大会に出場します   （高橋邦夫 会員） 
〇早退します      （秋葉芳秀 会員） 
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活動計画発表 
広報委員会  吉田克己委員長 

ロータリークラブが何をや
っているのか、どういう組織
なのかを地域に知らせるのが
広報の仕事である。会員増強
につなげるためにアピールし

ていきたい。 
先日、東金市内の同年代の経営者と語り合

ったのだが、いろいろな組織に入っているが、
会合に出席していない方が非常に多い。「集
まって情報のやり取りをしなくても、今はイ
ンターネットで十分だ」「組織はいらない」
という意見もあった。ロータリークラブとい
う組織を知らせるために今までとは違った
視線・考え方で広報活動をしていきたい。 
 
職業奉仕委員会  長尾邦俊委員長 

奉仕とは何かを考えながら
進めていきたい。 
 
 
 

財団委員会  小林信雄委員長 
2018-19年度国際ロータ

リー第 2790地区補助金管
理セミナーにおいて、地区
補助金、グローバル補助金
が活動旺盛になっていると
いう報告があった。ロータ

リー補助金活用の必要要件は以下の通り。 
①ロータリー補助金活用セミナーに出席
する 

②覚書（ＭＯＲ）に同意し、提出する 
 
今年度はカンボジアの小学校校舎補修、修

繕について現在その準備に入っている。この
活動を今年度のクラブ財団委員会、東金ＲＣ
創立 60周年記念事業の主要活動の一つに据
えて全体として行動していきたい。 
なお、ロータリーの組織運営は奉仕と会費。

運営ではクラブ例会への出席、財団に対して
は寄付が義務となっているので、よろしくお
願いします。 
 
米山奨学委員会  野口雅子委員長 

皆様のご賛同がいただけ
れば、奨学生と一緒に米山
記念館の訪問を実施した
い。皆様には、米山奨学金
への寄付もお願いしたい。 

 
青少年奉仕委員会  岡本秀男委員長 

米山奨学生と、地域の青
少年の団体の交流を目的
とした企画をしたい。 
 
 

 
社会奉仕委員会  宇野英雄委員長 

今年は8月18日にやっさ
フェスティバルの清掃奉
仕、12月頃に「小さな親
切運動」の清掃活動を予
定。 


