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第 60巻第 10号 通巻第 2808号 

第 2834回 例会 

2018年（平成 30年）10月 18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  ガバナー公式訪問 

開会宣言・点鐘   

歌 

お客様紹介 

お食事 

東金ビューＲＣ会長挨拶 

東金ビューＲＣ幹事報告 

東金ＲＣ会長挨拶 

東金ＲＣ幹事報告 

委員会報告 

  東金ビューＲＣ 

  東金ＲＣ 

卓話 

閉会宣言・点鐘 

協議会 

Ⅰ今年度計画 

 

講評 

Ⅱ課題 

 

講評 

Ⅲ質疑応答 

猪野 達雄 会長 

「手に手つないで」 

並木 孝治 幹事 

かしま 

猪野 達雄 会長 

古谷 準  幹事 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

 

 

 

橋岡 久太郎 ガバナー 

古川 秀夫 会長 

 

東金ビューＲＣ 

東金ＲＣ 

橋岡 久太郎 ガバナー 

東金ビューＲＣ 

東金ＲＣ 

橋岡 久太郎 ガバナー 
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会長挨拶 

 
古川 秀夫 会長 

皆さんも昨夜のテレビ・ニュースなどでご
存知と思いますが、ノーベル生理学医学賞に
京都大学の教授本庶佑さんが受賞されたと
発表されました。先生のインタビューを聞い
て感銘を受けましたのが、非常にユーモアが
ある中で人間の深みというか、人や自然に対
する慈しみの心というのでしょうか、そうい
うものが会見の中でにじみ出ている感じが
いたします。 
もちろん、対象になるがんの免疫の基礎研

究から臨床応用に至るまでのたゆまぬ努力
が評価されているわけです。それぞれ、いろ
いろなきっかけがあるわけですけれども、今
回の本庶先生のきっかけは、大学生時代に仲
間ががんで亡くなったと。その体験が一つの
きっかけになったというお話でした。そこか
ら結果を出すまでには筆舌に表すことが出
来ないご苦労があったと思うんですけれど
も仲間や学生など、周囲に助けられ今日にな
ったと感謝の言葉を述べておられました。 
さて、私達ロータリーの活動も、今日徳倉

さんが入会されました。徳倉さんは前からご
案内しておりますように、東京のロータリー

クラブで既に活動をなさっていまして、こち
らに越してきたという事で当クラブに入会
されました。最初に東京のロータリークラブ
に入会されたきっかけは後でお話しいただ
ければともいます。 
私たちがそういうきっかけを作られて、仲

間が出来て、先ほど募金箱を廻しましたよう
に、ニサさんが留学してこられたことがきっ
かけで、インドネシアの災害に対する義捐金
を送ることになる、と。これがロータリーの
活動の良い所かな、と改めて感じたところで
ございます。 
今日はガバナー補佐においで頂いており、

お話をいただくことになっております。宜し
くお願い致します。 

幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

理事会報告 
〇10月予定 
・18日ガバナー公式訪問例会 
（東金ビューＲＣと合同）  
その後志津本にて懇親会 

・28日 地区大会 
交通手段：ストロベリーライナー（バス） 

・インドネシア大地震への義捐金募金 

第 2833回 例会の記録 <10月 2日＞ 
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報告 

 
小林 信雄 会員（米山奨学生 カウンセラー） 

今日奨学生のニサさんは、銚子ＲＣに講演
を頼まれ、そちらに行っています。 
地区からカウンセラーの私の方に申し入

れがありましたのでご報告します。ニサさん
に対する心からの歓迎とお世話を感謝しま
すと。問題は、卓話の時間が長いことと、話
題が無いことが負担になっているとのこと
です。お取り計らいの方をお願い致します。 

入会式 

 
 古川秀夫会長（左）が新入会員 徳倉基宏会員（中央）に 
ロータリーバッジをつけました。 
右は髙山義則 ガバナー補佐 

 

 
徳倉 基宏 新入会員 

今回入会させていただきました、徳倉基宏
と申します。会社の工場は東金の丘山台の方
に 11年前に来まして、住まいは大網の方に
9年前に越してきました。もともとは、東京
江東区出身です。 
東京のロータリークラブに行っていたと

ご紹介されましたが、俗にいう幽霊会員だっ
たもので、これが最初のロータリー入会だと
思っております。皆さんのご指導をいただき
ながら頑張りたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。 

誕生祝い・結婚祝い 

 
誕生祝い （会長お隣りから）野口雅子会員、小林清益会員、 

髙山友二会員、宇野英雄会員 

（ご欠席）吉田克己会員、中村隆則会員  

おめでとうございます 
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結婚祝い 

 並木孝治会員（中央）、野口雅子会員（右） 

卓話 

 
髙山 義則 ガバナー補佐 

情報研修会 報告 

9月 19日の情報研修会について報告しま
す。情報研修会開催に当り会員皆さんのご協
力を得て無事終了する事が出来ました。感謝
申し上げます。会場の中部コミュニティセン
ターは、駐車場が少ない場所です。しかも当
日施設内に駐車しないよう頼まれました。JA
増穂支所と JA斎場に駐車場を借りましたが、
JA斎場から前日電話があり、葬儀が入った
ので 12時まで使用している。又、通夜が入
ったので 17時以降は使うので開けてほしい

と連絡がありました。丁度借りている時間が
開いていたので助かりました。JAの駐車場
が借りられなくなったら大変混雑するとこ
ろでした。 
諸岡 GE が急遽時間が取れたといういう

事で参加していただきました。 
挨拶やコメントをいただき、ありがとうご

ざいました。一点だけ私のミスがありました。 
それは、杉木 PGが出席されたのにプログラ
ムに載せて無かった事です。私が茂原 RC の
出席者名簿を見た時、杉木 PGの名前が入っ
ていたにもかかわらず見落としてしまった
事です。その後 2度 3度と名簿を見たのです
が、参加していないという頭で見てしまった
ので、気付く事が出来ませんでした。大変失
礼な事をしてしまいました。 
急遽プログラムの内容を変え、講評をお願

いしたところ快諾してもらえました。さすが
ガバナー経験者は一廻りも二廻りも違うな
と思いました。 
「職業奉仕を再考する」と題したプレゼン

でしたが、アンケート結果を見ると理解され
た方より理解されない方の方が多かったで
す。結果は十人十色、皆それぞれの理解で良
いと思いました。 
私の理解では、「四つのテスト」に基き、

正統に得た利益と余裕があればその分を奉
仕に使う。クラブに使えばクラブ奉仕に、社
会に使えば社会奉仕に、国に使えば国際奉仕
に、青少年に使えば青少年奉仕になる訳で、
大元は職業奉仕だと思います。それ程厳密に
考えなくても良いのではと思っています。会
員皆さんは「四つのテスト」に合わせてどん
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どん儲けて、どんどん寄付して下さい。それ
が自分の為にもなる事だと思います。 

地区委員長合同会議 報告 

9月 8日（土）、第 8回 AG会議、第 7回
地区委員長合同会議が三井ガーデンホテル
千葉にて開催されました。橋岡Gから公式
訪問について報告がありました。 
現在 28/83クラブ完了したそうです。各ク

ラブでの話しはロータリーカードを作って
もらいたいとの事でした。 
各クラブでこのカードを使用する事で使

用金額の 0.3％が自動的にポリオ基金に入る
仕組になっているので、ガバナー事務所や全
83クラブが加入する事により数 100万円単
位で寄付されるので、お願いしますと言われ
ました。 
地区大会について報告がありました。今年

度は昨年度と違い 2日目の午前と午後を入
れ換えるとの事でした。 
午前の部が終り昼食を食べると午後の部

が始まる前に帰る人が多く、講師に失礼なの
で入れ換えると話しがありました。本会議の
スーパー懇親会（無料）にも是非参加して下
さいとの事でした。この様な機会を利用して
色々な方々と交流してほしいとの事でした。 
なお、お昼の弁当の中味をグレードアップさ
せたので楽しみにして下さい。 
今年の国際大会は、ドイツのハンブルグで

開催されます。今年度は千葉と東京の 2地区
合同で開催します。今迄千葉ナイトと言う事
で千葉だけで開催していましたが、今年度は
ジャパンナイトと名称を変え、参加人数も
200名を予定しているそうです。もう東京は

170名の会員の参加があるそうです。すると
千葉は 30名分しか残っていません。そこで
東京は 130名にしてもらい千葉が 70名と言
う事で折り合いを付けたそうです。しかし
70名集まらないと橋岡Gの面子が立たない
ので、大勢の参加をお願いします。 
義捐金についてですが、長崎、熊本の災害

支援について、当初ガバナー会では行う事と
しておりましたが、ガバナーOB会から一部
地区で反対の意見があり、まとまらなかった。 
各地区の自主判断で行う事になった経緯が
ありました。 
しかし、今回の北海道地震に対する義捐金

については各地区毎に行う事となりました。 
貴クラブでも集った金額は地区へ送金して
下さい。寄付の方を宜しくお願い致します。 

 
髙山 義則 ガバナー補佐 

ガバナー公式訪問 

10月 10日（水）大網 RC と茂原中央 RC
合同のガバナー公式訪問があります。現在ま
で大原 RC、大多喜 RC合同、茂原 RCと 3   
クラブの公式訪問が終了しました。 
クラブ懇談会の内容、クラブ協議会の内容

については後程打合せを行いたいと思いま
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す。現会長、各委員長、直前会長さんは発表
がありますので、原稿の準備をお願いします。 
ガバナー公式訪問は 9月 8日時点で 28ヵ

所終ったようです。83クラブ対応するのも
大変ですね。第 7グループは 10月 10日以降
に、10月 17日（水）茂原東、18日（木）東
金、東金ビュー合同、最後は 11月 22日成田
空港南で終ります。 
全 83クラブのうち、単独 5、2RC13、3RC16、

4RC1、計 35回のガバナー公式訪問がありま
す。主流は 3RC合同のようです。単独は 5RC
の内、第 7グループは 3RC あります。来年
度検討する余地があると思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ニコニコボックス 

〇当社構内で開催した「ものづくり」のイ

ベントに 大勢のお客様に来ていただ

きました 
           菅原實 会員 
 
〇千葉学芸高校自転車競技部  

福井国体で活躍しました 
         高橋邦夫 会員 
 

〇孫（甲府高校生）が全国高校クイズ大会

準決勝敗退 “残念” 
           小林信雄 会員 
 
〇誕生祝 謝 
           髙山友二 会員 
 
〇ご奉仕 
           秋葉芳秀 会員 

 
       

      
    

10 月 2 日 
 
会員数 18 名 
出席率 72.22％ 
コイン BOX        1,632 円  
ニコニコ BOX         16,200 円 
インドネシア震災募金 20,000 円 
 

１１月 例会予定 

 
6 日  11:30～理事会 
    12:30～例会 
13 日  12:30～例会 外部卓話予定 
20 日  祝日週休会 
27 日  12:30～例会 
     外部卓話 清水正美 様 
     （城西国際大学 教授） 
 
欠席・メーキャップのご連絡は 
前の週の金曜日までに 
事務局までご連絡ください 
メール：fujimoto@togane-rc.jp 
ＦＡＸ：050-3730-2559 
ショートメール：090-7634-7175 
 
緊急の場合は当日 10 時までに 
電話：090-7634-7175 にご連絡ください 
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