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第 60巻第 15号 通巻第 2813号 

第 2840回 例会 

2018年（平成 30年）12月 11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 

竹田屋 

古川 秀夫 会長 

並木 孝治 幹事 

 

徳倉 基宏 会員 

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 

 早いもので、私達の年度も、半分が終わろう
としております。今日は年次総会がございます。
次年度に向けての新役員をご承認いただきたい
と思います。後程幹事の方から報告がございま
すのでよろしくお願い致します。 
 皆様のお手元にございます「ロータリーの友」
12月号に「科学を通じた人間教育」という記事
がございますので、皆さんと見てみたいと思い
ます。国際科学教育協会代表の北原氏が寄稿さ
れたものです。2020年からのプログラミング教
育の必修化に際して、15年前からこの教育に取
り組み、科学を通じたグローバル人材の育成を
やっているという事です。変化のスピードの速
い社会で私たちは生きております。平成も今年
度で終わりますが、この 30 年間を振り返ると、
30年前にはＡIという言葉はなかったと思いま
す。また、スマホが出来たことで、地球が非常
に狭くなった。こういった 30年間でした。技術
の発達を支えるのは、人と人との結びつきであ
り、それを次世代に伝えていくのは教育の役割
です。ロータリーにも青少年育成や国際教育の
委員会がございます。ボランティアという言葉

がよく使われますが、人材育成や国際的な流れ
の中で活動していくことなどが身近なテーマと
なってきます。スポーツは若いときから教育に
携わっているが、科学についてはそうではない
と、この記事に書かれています。子どもや若い
世代は、世の中のスピードに対応していますが、
我々はなかなかついて行けません。私などは、
最近、やっと携帯電話をスマホに代えたところ
です。時々余計なところを触って、予期せぬと
ころに電話がつながり戸惑っております。ロー
タリークラブも、変化に素早く対応することが
迫られている。若い人達にロータリーを理解し
てもらう事や会員増強も、我々が世の中の変化
を理解したうえで勧誘していく必要に迫られて
いる。そんなことを感じます。 

幹事報告 

並木孝治幹事 

〇理事会報告 
・1月 8日 18時から新年合同例会 
八鶴亭にて 

・2月 15日ＩＭサンライズ九十九里にて 
送迎バスで往復します 
13時商工会館出発の予定 

・2019年 9月 10日 創立記念例会 

第 2839回 例会の記録 <12月 4日＞ 
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年次総会 
○2019-20年度役員案 
原案の通り可決されました（敬称略） 
 
 
 
体が実施主体となり、「自立相談支援事業」と

「住居確保給付金」が必須事業となっている。
そのほかは、地域の特性や課題に合わせて展開
されている。 
 
次年度幹事よりあいさつ 

 
小林 清益 次年度幹事 

次年度会長の中村隆則会員より、本日は外せ
ない仕事があるので出席できず、皆様へのお詫
びと、よろしくお伝えくださいとのこと。新し
い役員のご挨拶も、次に例会出席した時にさせ
ていただきたい、とのこと。ご承認いただいた
メンバーの皆さんには、スムーズにご承諾いた
だいたことを感謝申し上げます。 
中村年度は創立 60周年の年なので、60周年

をどう迎えるか、委員会の委員長・委員をこれ
からお願いすることになる。1月に入ってから
次年度理事会を開いて委員を決めたいと思って

いる。4名の理事の方に、中村会長は４大奉仕
の各部門の委員長をお願いしたい、とのこと。
なるべく早い時点で組織を固めて、今年度中に
大方の準備を終えたい。皆様のご協力をよろし
くお願いいたします。 
 会員増強も欲を言えば３０人ですが、２５人
はクリアしたいと考えております。皆様のお力
添えをよろしくお願いいたします。 

米山奨学金授与・スピーチ 

 
アニス・コイルン・ニサさん（右） 

 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、先日参加した活動について
御報告させていただきます。 
 １１月、三井ガーデンホテル千葉でスリラン
カクラブのセミナーに参加して参りました。こ
のセミナーは、スリランカへの支援活動に一歩
踏み出していただくためのセミナーです。具体
的には、経済的な困難により教育を継続できな
い子どもたちへの支援活動、そして、日本語を
学びたい子どもたちに日本語学校建設事業、帰
国した子どもたちへの就職支援などです。私は
このセミナーに参加した後、大変貧しい家庭が
多くて、その子どもたちが勉強を頑張っている
ことに一番感動しました。大きくて立派な、整

会長  中村隆則  会長エレクト 岡本秀男 
副会長 秋葉芳秀  幹事     小林清益 
会計  吉田克己  Ｓ・Ａ・Ａ  宇野英雄 
副幹事 長尾邦俊  副Ｓ・Ａ・Ａ 徳倉基宏 
直前会長 古川秀夫  
理事  高橋邦夫  宮原信道  並木孝治 
    小林信雄 
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備された教室もありません。ホワイトボードも
ありません。古くて少ない教科書しかありませ
ん。学校の水事情が非常に悪いと公表されまし
た。しかし、限られた状況で、夢に向かって毎
日明るく元気で学校へ通っています。また、そ
の子供たちも毎日漢字を書き練習しています。
このような現状を踏まえたうえで、第２７９０
地区フェローシップ委員会と他のクラブやロー
タリアンは、食糧、整水器寄贈、図書室設置を
サポートして支援しています。ロータリーの国
際奉仕の支援活動がとても素晴らしいと思いま
す。幅広い国々で何が不足しているかを学べる
ようになりました。とても有意義なセミナーで
した。 
 今月一日、忘年会に参加させていただきまし
た。当日９０名の方々がご参加、奨学生との懇
親と、ロータリーファミリーとの素晴らしい忘
年会であり、素晴らしい交流が出来ました。 
 現在私は、来年４月中旬に松戸中央ＲＣが計
画しているインドネシアのバリ州のロータリア
ンおよび商工会議所会員とのビジネスフォーラ
ム開催に当たり、職業紹介スピーチの翻訳など
を手伝っております。主な内容は、コンビニエ
ンス、物流企業、高齢者福祉士悦などです。イ
ンドネシアと日本の架け橋になるような人材に
なるために全力で頑張ります。今月７日の修士
論文の最終発表もあきらめずに頑張ります。 
 
 
 
 
 
 
 

結婚祝い 

 
（右から） 岡本秀男 会員、髙山友二 会員 

誕生祝い 

 
（右から） 鈴木康道 会員、藤本晴枝 事務局 

監査報告 

 
小林 信雄 会員 

ニコニコボックス 
千葉学芸高校弓道部、自転車競技部が 
千葉県新人体育大会で優勝しました。 

高橋邦夫 会員 
よろこびも悲しみも幾とし月 有がとう 

髙山友二 会員 
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２０１７-１８年度会計監査報告 
財務諸表などを監査し、おおむね適正であると
認める 
財政の為に、最低あと２．５名の会員増強が必
要である 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 月 4 日 
 
会員数 18 名 
出席率 77.77％ 
コイン BOX        1,233 円  
ニコニコ BOX          7,500 円 

クリーン作戦・国際交流パーティー <12月 8日＞ 

クリーン作戦 

 
 東金商工会議所 小川会頭のごあいさつ 

 
今年は暖冬といわれ、暖かい日が続いていまし

たが、この日は曇り空で、冬らしい寒さになりま
した。近隣の中学校から大勢の生徒さんが東金中
央公園に集まりました。 
東金ロータリークラブのメンバーは、中央公園の
周辺を清掃しました。 
 

公園周辺の道路脇には、枯葉、空き缶、吸い殻が落ちていました 
 

 
（左から）徳倉基宏 会員、鈴木康道 会員、宮原信道 会員 
     古川秀夫 会長、小林清益 会員、並木孝治 幹事 
     宇野英雄 会員、小林信雄 会員 
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国際交流パーティー 
国際交流協会主催のパーティーに、城西国際

大学の留学生をはじめ、千葉学芸高校の生徒、
教育関係者が集まりました。東金ロータリーク
ラブも協賛団体として参加しました。 

 
国際交流協会 塚瀬一夫 会長 

 
挨拶をする 古川秀夫 会長 

 
 カレーのサービス奉仕をする 鈴木君江 事務局（左） 
  米山奨学生 アニス・コイルン・ニサさん（右） 

 
「上を向いて歩こう」を 会場の皆さんと歌いました 

 
ロータリーソング「手に手つないで」 

 
 フラメンコなど、様々なパフォーマンスで盛り上がりました 
 

 


