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第 60巻第 12号 通巻第 2810号 

第 2837回 例会 

2018年（平成 30年）11月 13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 

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 

 

古川 秀夫 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

 

かくじゅう 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

 

木川 幸一 様 

（大衆肉料理 大幸） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

古川 秀夫 会長 
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会長挨拶 

 
 
古川 秀夫 会長 

先日１０月２７，２８日と地区大会に皆さんのご
参加をいただきまして、ありがとうございました。
私と監事は２７日から出席しました。総じて今回の
地区大会は毎年出ている中で橋岡ガバナーの各ク
ラブへの訪問が大きな功を奏したというか、あの方
のはすべての地区を回り、例会と、終わった後の懇
親会、これを全部やったと。その時に私どもの所で
もお話していましたが、「ぜひ参加してください」
と声をかけておられました。例年、日曜の午後は帰
る方が多いけれど、プログラムの順序を変えて特別
講演を午前中に持って行ったりするなどで、最後ま
で多くの人たちが残っていました。 
祈念講演では村田吉弘さんという方が講演をさ

れました。日本食が世界遺産に登録されましたが、
その立役者になった人です。この方は京都の菊乃井
のご長男で、日本食がどのようにして世界に認めら
れたか、どのような活動をしたかというお話を伺い
ました。そういった方たちの大きな努力により、日
本食が世界遺産に登録されたのだという事を伺い
まして、非常に内容の濃いお話でした。 

また、特別講演は阿部志郎さんといいまして、米
山梅吉さんの小さいときから近くに住んでいたそ
うです。米山梅吉さんの活動について、我々ロータ
リーの立場から見るのでなく、側面から、生き方と
か、三井信託銀行を設立した時のことなど、造詣の
深いお話でした。その方の持っている雰囲気を身近
に感じ、久しぶりに日本の男子の話を聴いたなとい
う感じでした。講演を聞いた多くの方は、感銘を受
けたのではないかと思っております。 
このように、地区大会は橋岡ガバナーの人柄がにじ
み出た、非常に意義のある一日でございました。 

幹事報告 

 
並木孝治幹事 

〇理事会報告 
・１２月４日 年次総会 
・１２月８日 １１時から クリーン作戦 
・同日 １２時から 国際交流パーティー 
 歌「上を向いて歩こう」「手に手つないで」披露 
・１月８日 新年合同例会 八鶴亭 
 １７時から 理事会 １８時から 例会 
・２０１９年６月１日から５日 
 国際大会募集（ハンブルグ） 
 

第 2836回 例会の記録 <11月 6日＞ 
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Page 3 

結婚記念祝い 

（右から）鈴木康道会員、鈴木君江事務局、藤本晴枝事務局 
     高橋邦夫会員、古川秀夫会長 

誕生祝い 

 
古川秀夫会長（左）、高橋邦夫会員（右） 

米山奨学金授与・スピーチ 
 
 
 
 
 
アニス・コイルン・ 
ニサさん（右） 
古川秀夫会長（左） 

 
本日奨学金をいただき、誠にありがとうございま

す。本日は感謝の気持ちを述べたいと思います。ま
ず、先日２日、銚子東クラブの卓話に参加させてい
ただきました。銚子東クラブのロータリアンの人数
が多く、日本語が上手ではない私は、どのような表
現をしたらよいか心配で、緊張しました。卓話の前
に冨委員長の暖かいご指導のおかげで、卓話をして
いる時に皆様が笑ってくださって、面白い卓話をす
るようになりました。また、大勢のロータリアンか
ら自分の国の大地震のことを訪ねてくれました。皆
さんが親切で温かい雰囲気でした。とても貴重な体
験でした。 
１４日から１５日までのロータリー米山記念奨

学金研修旅行にも参加し、良い印象が残っています。
委員会の皆様、他のロータリアンの方々、奨学生同
士のそれぞれの研究の事や就活、生活のことなどに
ついてお話しながら交流できて、笑い声があふれて
よい二日間でした。特に、私はカラオケが大好きで
私も歌を唄いました。夕食後、楽しみながら奨学生
同士でカウンセラー様々な歌を唄い、踊りを披露し
てにぎやかな夜でした。 
また、米山梅吉記念館を見学、ロータリアンの今

までの歴史などいろいろなことを学びました。留学
生である私たちは、将来何が出来るのか、米山梅吉
様の奉仕の精神をどのように私達も引きついでい
くのかを深く考えさせられました。米山梅吉様のお
墓に参る前に、この地区の学友会の方に卓話を指定
いただきました。彼女の言葉で「ほうれんそう」（報
告・連絡・相談）という貴重なことを教えられて、
私が将来卒業しても、先輩たちのように様々な活動
に積極的に参加したり、学友会に入ったり、米山学
友会とつながりを持ち続けたいと思いました。 
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その後、御墓に参りました。そこで私たちは心か
ら深く、感謝の御礼をしました。短い時間でしたが、
たくさん勉強をし、社会奉仕の精神と米山梅吉様の
願いを本当に心に刻みました。私も米山奨学生とし
て友人と心の絆を大事にしていきたいと思います。 
２４日は、ホテルニューオータニ幕張での地区大

会、米山学友会２５周年記念のイベントに参加させ
ていただきました。「伝統と未来 誇りと連帯」と
いうテーマで、ロータリーは世界中の人生に前向き
な素晴らしい人々が集まる団体であることを感じ
る事、連帯とは、地域・世界で貢献している会員た
ちが友情をはぐくんでいることです。とても共感し、
大変勉強になりました。 
私はカリマンタン島の民族衣装を着て、参加しま

した。私の考えておりますのは Rotary is my 
inspirationインスピレーションになるために勉学
をがんばりながら、「ほうれんそう」を大切にして、
ロータリアンとのつながりを持ち続けたいと思い
ます。 
東金ロータリークラブの皆様、インドネシアの大

地震に寄付金を集めていただき、誠にありがとうご
ざいます。皆様の暖かいご支援に改めて心より篤く
お礼を申し上げます。これは私にとって、皆さんが
インスピレーターだと思います。 
 

報告 秋葉芳秀 会員 

カンボジアの小学校の屋根修理について 

カンボジア大使館より集会のご案内（１１月８日） 
秋葉会員、小林会員が出席予定 
呂オータリーが直接小学校に寄付をする形ではな
く、カンボジア留学生協会が主体となって現地の仲

間と相談し、学校の屋根を修理する。そこをロータ
リークラブが応援する形となっている。 
近々、協会のメンバーなどに詳細を報告してもらう
予定。 

１１月９日山武市にて小泉純一郎氏講演 

１２:４５に商工会館を乗り合わせで出発 
終了後、来週の卓話者である木川さんが経営する焼
肉料理屋大幸（たいこう）で夕食を取る予定。 
 

次年度に向けて 小林清益 次年度幹事 

１２月が年次総会 次年度の役員審議をする 
次年度会長 中村隆則 会員 
次年度幹事 小林清益 会員 
次年度会長エレクト 岡本秀男 会員 
理事の構成について １０人強を考えている 
中村会員、小林会員から就任の依頼をするので、 
その際にはよろしくお願いしたい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 月 6 日 
 
会員数 18 名 
出席率 77.77％ 
コイン BOX        2,345 円  
ニコニコ BOX         10,000 円 
インドネシア震災募金 16,555 円 
 

ニコニコボックス 
 
千葉学芸高校学園祭が盛会に終了しました。   
ご支援ありがとうございました。 

（高橋邦夫 会員） 
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