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第60巻第 21号 通巻第 2819号

第2846 回 例会

2019 年（平成 31年）3月 5日
12：30点鐘 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
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

幹事報告

米山奨学金授与

卓話

結婚記念祝い

委員会報告

ニコニコBOX発表

出席報告

閉会宣言・点鐘

並木 孝治 幹事

「君が代」「奉仕の理想」

並木 孝治 幹事

かくじゅう

並木 孝治 幹事

アニス・コイルン・ニサさん

アニス・コイルン・ニサさん

宇野英雄会員、吉田克己会員

安藤昇一会員

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

春に三日の晴れなし、とぐずつく日が多い
ですが、これも春の訪れの証かと思います。
先日の IMに参加された皆様はお疲れ様でご

ざいました。特別講演で、野口芳宣さんとい
う方が講演をなさいました。ご著書を私も購
入し、前半を読みました。ジャヤワルナダ氏
はスリランカの元大統領で、大網のロータリ
アンがスリランカの子供たちの里親になって
学費の援助などをなさっている、そのご縁で
IMの特別講演をお願いしたそうです。
今日の世界情勢を見ますと、経済をもとに

しているために、話がきな臭いものに発展し
ていっている感じがして、不安な気持ちにな
っております。そのような中で、平和を願
う、国と国のいさかいをなくすことに努力す
る人たちがいるということを聞き、救われる
ような気持になっております。
東金RCでも、今回カンボジアの校舎補修

に携わりましたが、このような活動を通じて
国際親善を進め、恵まれない地域の子供たち
に手を差し伸べることは、大変意義があるこ
とだと思いました。
先日、成田空港南RCの椎名鐐一郎様がお

亡くなりになり、お通夜にお邪魔してまいり

ました。享年 95歳、昨年の 12月まで例会に
出席されていたところが、急遽お亡くなりに
なったとのことでした。偉大な先輩がなくな
られたと感じました。大勢の 100 歳近い方々
がお元気で活躍されている姿を拝見し、我々
もまだまだ活躍の場があると感じておりま
す。

幹事報告

    並木 孝治 幹事

○3月 12 日（火）11：30～
2019－20年度 役員・委員長会

〇4月 9日(火)18 時～
成田空港南RC合同例会

誕生日お祝い

安藤昇一会員（右）、宮原信道会員（中央）
    古川秀夫会長（左）

第 2845 回 例会の記録 <2月 26 日＞
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結婚記念お祝い

右から 菅原實会員、秋葉芳秀会員、小林清益会員、
小林信雄会員、 古川秀夫会長

卓話

ミセスジャパン 2019 千葉大会エリアディレクター

土肥 美木子 様

東金の PR

前回に引き続きお声をかけていただき、本
当にありがとうございました。今ご紹介して

いただきましたように、私は 2017 年に開催
されたミセスのための大会「ミセスアジア・
シュプリーム」でグランプリを受賞し、今年
は東金市の特産品PR大使に任命されまし
た。東金のおいしいもの、頑張っているも
の、ゆるキャラのとっちーを大会の受賞品と
して持ち込み、国内三都市で行われました地
区予選に、東金のおいしいものを副賞として
提供する活動をしてまいりました。

ミセスアジア・シュプリーム とは

この大会では、一般のビューティーコンテ
ストとは異なり、本人がなにを大切にしてい
るかをスピーチすることになっております。
その時の立ち居振る舞いも審査基準に入って
いますが、水着審査などはありません。その
方たちの生き方が大変重要な審査項目となっ
ております。
大会に集まるのは出場者とその家族、関係

者ですので、私は、東金をそのようなたくさ
んの方が集まる場所にしたいと思いました。
昨年度までは大阪、静岡、東京、北海道、茨
城の 5地区で予選が行われました。そこに、
私が千葉大会を招致することにしまして、東
金で開催することが決まりました。千葉大会
を招致するにあたり、本部からは「幕張や浦
安がいいのでは？」と言われました。東金は
あまり知られていないし、この開催を応援し
てくれる人や出場する人すらいないのではな
いか、という懸念です。しかし私はこの大会
を東金市でやりたいと考えておりまして、そ
のために東金市のおいしいもの、東金市の名
前を知っていただこうと活動をし、その実績
を認めていただいて、東金での開催が決まり
ました。大会名は「千葉大会 in東金」で
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す。会場は、最福寺さんにお世話になること
になりました。その間に、いろいろな方にお
話をさせていただき、東金RCさんでもお時
間をいただくことができました。感謝してお
ります。

千葉大会

世界大会はマレーシアで行われ、千葉大会
は地区予選となります。2名が決戦大会に出
場し、日本代表の 10名に入れますと、世界
大会に出場できることになっております。
この大会の事務局には、本部からのお給料

は出ません。この大会の名前を使い、会を運
営するためには、受賞者に渡されるサシュや
冠を私が買い取り、権利金を支払うルールに
なっています。実はすでに 85万ほどの赤字
になっています。今後、コンテストに参加さ
れる方のエントリーフィー、これを様々な経
費に充てることになっています。

東金を自慢したい！

私は東金の中で、長年会社を続け、様々な
実績をお持ちの方々にたくさんお目にかかり
ました。その方々に、この大会に来ていただ
きたいと思っております。私の一番の願いは
東金市にかかわる方々や周りの方々に、ミセ
スアジア・シュプリームという、マレーシア
に向かうための大会、地域を活性化させる大
会を一緒に見届けていただきたいのです。そ
してこの町で活躍している女性たち、頑張っ
ている会社さん、メーカーさんをこの大会で
自慢させていただきたいと思っております。
具体的には、製品などをこの大会の賞品にぜ
ひ使わせていただきたいし、賞品を提供でき
ない企業さんについては、サービスを宣伝さ

せていただきたいと考えております。ただ広
告料をいただきパンフレットに社名を掲載し
て終わりではなく、私が取材をさせていただ
き、会社のご紹介をしたいと思っています。
そして企業さんたちの懸け橋になる大会にし
たいと思っております。これは、私自身の挑
戦でもあります。

ぜひ、お越しください

もし、私の挑戦する 5月 19 日の千葉大会を
盛り上げてあげたいと思っていただけました
ら、ぜひ、大会を見にいらしていただきたい
と思っております。皆様が会場に足を運んで
くださることが何よりのご支援です。この大
会を皆様と一緒に作り上げていきたいと思っ
ております。ぜひ、応援をよろしくお願いい
たします。

2 月 26 日

会員数 19 名

出席率 84.21％
コイン BOX     2,370 円

ニコニコ BOX          5,000 円

ニコニコボックス

結婚祝いありがとうございました。

             秋葉 芳秀 会員

青山での新製品発表会に大勢のお客様にお越し

いただきました。

             菅原 實 会員


