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＊記念式典＊ 15:00～16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
於 東金文化会館 小ホール 
進行・司会 幹事 野口隆利 

◆点鐘  

豊福豊次 会長 

記念式典開式の点鐘を 

行います。 

 

◆開式の言葉  

小林信雄 会長エレクト 
ただ今より東金 RC 創立 50 

周年記念式を挙行します。 

 

 

2009～2010 年度  

国際ロータリー会長 John Kenny 
第 2790 地区ガバナー 中村 博亘 

第 6分区ガバナー補佐 四之宮由己 

東金ロータリークラブ会長 豊福 豊次 

幹事 野口 隆利 

     クラブ広報委員長 平間 睦生 

創   立 1959 年(昭和 34年) 9 月 15 日 
ＲＩ承認 1959 年(昭和 34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 
Web サイト http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 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 0475-55-5766
E-mail  info@togane-rc.jp 

2009 年(平成 21 年) 9 月 29 日 第 51巻 第 12 号 通巻第 2434 号 

第 2434 回例会 9 月 29 日 18 時 00 分点鐘：移動例会(八鶴亭) 
今週の合唱〈R-O-T-A-R-Y〉 

①開会宣言と点鐘 ②会長挨拶 ③幹事報告 ④委員会報告 

⑤50 周年記念式典反省会 ⑥ニコニコＢＯＸ発表 ⑦出席報告 ⑧閉会宣言と点鐘 

創立 50 周年記念式典の記録（9 月 15 日） 
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◆国歌斉唱・「奉仕の理想」斉唱 
ソングリーダー： 

千葉学芸高等学校 原口祥司教諭 

歌手・本並恵さん 

 
 
 
 
 
 

 

◆黙祷 全世界の物故ロータリアンに対して 

◆来賓紹介 

  神定一雄 実行副委員長 

176 名のお客様をご紹介。 

 

◆会長挨拶 

豊福豊次 会長 
 本日ここに国際ロータリー

第 2790 地区ガバナー中村博
亘様、東金市長志賀直温様を

始め、多くのご来賓の皆さま、

地区内のロータリアンの方々

をお迎えし、東金ロータリー

クラブ創立 50 周年記念式典
をこのように盛大に開催できますことは、私たち

の喜びとするところであり、衷心より厚く御礼申

し上げます。 
 東金ロータリークラブは、1959年（昭和 34年）
9 月 15 日に茂原ロータリークラブをスポンサー
クラブとして、会員数 29名で千葉県下 11番目の
ロータリークラブとして発足いたしました。 
 当クラブは、奉仕の理想と友情を理念とし、多

くの会員の情熱とご努力により東金ロータリーク

ラブの歴史と伝統が築かれ、本日創立 50 周年を
迎えることになったのであります。 
 その間、1962年に八日市場ロータリークラブを、
2000 年に東金ビューロータリークラブを誕生さ
せ、また、1992～93 年には第 2790 地区の第 20
代ガバナーを輩出するなど、ロータリーの発展に

寄与して参りました。さらに当クラブでは、特に

青少年交換事業に対して長年にわたり力を注ぎ、

多くの留学生を受け入れ、また送り出し、次代を

担う青少年の育成と国際親善に貢献したものと自

負しております。 
 これも偏に先輩の皆さま方の熱意とご尽力の賜

物と敬意を表するとともに、ご指導、ご支援をい

ただいた多くの方々に心から感謝申し上げる次第

であります。 
 この度、この伝統ある東金ロータリークラブの

創立 50 周年の年に図らずも会長を務めさせてい
ただくことになり、光栄に存じるとともに責任の

重さを痛感しているところであります。 
 今回の、創立 50 周年を節目の年とし、先輩の
皆さまの足跡に思いを巡らせるとともに、次なる

50年へのスタートの年と位置づけ、心新たに会員
相互の友情を一層深め、地域に密着した奉仕活動

はもとより、国際理解と平和を推進する国際奉仕

に至るまで、地域社会に認知される活動を行い、

次の世代に引き継ぎたいと決意を新たにしている

ところであります。 
 どうか今後とも、よろしくご指導・ご鞭撻の程

お願い申し上げます。 
 終わりに臨み、この記念式典を開催するにあた

り、実行委員会を組織し、小林清益実行委員長の

もとに会員一致協力して準備を進めて参りました

が、何かと不行き届きの点が多々あろうかと思い

ます。ロータリーの寛容の精神に免じてお許しい

ただき、本日ご臨席を賜りました皆さま方のます

ますのご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、私の挨

拶とさせていただきます。 
◆夫人の会会長挨拶 

  東金ＲＣ夫人の会会長  大坪紘子 様 
 東金ロータリークラブ創

立 50 周年、まことにおめ
でとうございます。 
 このような厳粛なお席で

ご挨拶という栄を賜りまし

たこと、夫人の会会員とと

もに深く感謝申し上げます。 
 顧みますと東金ロータリークラブ夫人の会はク

ラブ活動への支援・地域社会のリーダーであるロ

ータリアンへの理解、また夫人同士の親睦活動の

意味から設立され、今年で 22 年目を迎えること
ができました。 
 その間、1992年 11月に東金文化会館で開催さ
れました地区大会での成功とその感動は私共にと

りましても終生忘れる事のない想い出の１頁とな

って居ります。 
 これまでロータリーの奉仕の理念にふれながら

ロータリー活動に参加させていただき、家庭の幸

せを計りながら、主人とともに成長できましたの

も東金ロータリークラブのお陰と心より感謝いた

しております。 
 現在は家庭を守りながら、各地域でのボランテ

ィア活動や商工会議所女性会、赤十字奉仕団活動
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等へと多くの会員が活動の輪を広げ、それぞれが

自分の周りを照らす小さな一灯であり続けたいと

頑張っております。今後ともより一層のご指導を

いただきながら、見学・研修の機会を通じて自己

研鑽を高めて参りたいと存じます。 
 創立 50 周年を迎え、東金ロータリークラブの
ますますのご発展とご活躍をご祈念申し上げ、お

祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとう

ございます。 
◆創立 50 周年記念事業報告 

       小林清益 

50 周年実行委員長 

１．ロータリー財団，及びロ

ータリー米山記念奨学会へ特

別寄付（各 15万円） 
２．東金市へ防犯パトロール

車を寄贈（約 160万円相当） 
◆記念事業目録贈呈 
中村博亘・国際ロー

タリー第 2790 地区
ガバナー、志賀直温

東金市長へ豊福会長

より目録贈呈 
 
 
◆感謝状贈呈 
『感謝状 

茂原ロータリー 
クラブ 様 

貴クラブは東金ロー

タリークラブの設立に

あたりスポンサークラ

ブとして多大な御尽力

をいただきました。 
その後も適切なご指

導のもと本日創立 50 周年を迎えることと相成り
ました。 
よってここに記念品を贈り感謝の意を表します。 
2009年 9月 15日 

 東金ロータリークラブ会長 豊福豊次』 
◆スポンサークラブ挨拶 
茂原ロータリークラブ会長  

正林義博 様 
 東金ロータリークラブの皆

さま、創立 50 周年記念誠に
おめでとうございます。本日

の祝典に際し、スポンサーク

ラブを代表しまして心よりお

喜び申し上げます。ただいまは感謝状ならびに記

念品を頂戴いたしまして誠にありがとうございま

す。 
 東金ロータリークラブは、半世紀にわたり「超

我の理想」を遂行し、数々の奉仕作業を手がけら

れ、本日ここに創立 50 周年の記念を厳粛に、し
かも和やかな雰囲気の中で挙行されましたことは、

会員の皆さまにとりまして大いなる喜びとともに

多くの想い出が走馬燈のように蘇り胸を熱くされ

ておられることと存じます。貴クラブは昭和 34
年(1959 年)9 月 15 日に誕生され、特別代表は茂
原ロータリークラブ立石徳三郎さんでございまし

た。昭和 32 年 3 月創立の茂原ロータリークラブ
がまだ 2年を経過しないにも関わらず、創立にス
ポンサーとして務めた最初のクラブでございます。

今日まで地域社会に着実に根を下ろし、めざまし

い発展を遂げられました。この輝かしい 50 周年
は大きな節目の年としてお祝いすると同時に、過

去を振り返り次の節目に向かって再出発の時期で

あろうと思います。また新たな歴史への 1頁を記
するために、会員みなさまが力をあわせて作り上

げるための大切な第一歩の年であると思います。 
 伝統を築かれました東金ロータリークラブがこ

の記念すべき日をステップに地域内ロータリーク

ラブの先達としてその持てる力を遺憾なく発揮さ

れ発展の一途を辿ることをご期待申し上げます。

終わりに会員並びに本日ここにご参集の皆さまの

ご健勝とご多幸を祈念しましてお祝いのご挨拶と

いたします。本日はおめでとうございました。 
◆記念品拝受 
スポンサークラブ茂原

ロータリークラブより東

金ロータリークラブ会

長・幹事へ記念盾をいた

だきました。 
◆表彰状伝達 
国際ロータリー ジョン・ケニー会長より表彰状 

 伝達 第 2790 地区中村ガバナー 

『国際ロータリーメンバーとしての 50 年間の栄
誉を称えます。 
 1959年 10月 17日認証 
 日本 千葉 東金ロータリークラブ 
ロータリーの目的に貢

献し、超我の奉仕の理

想に寄与されたことを

ここに認めます。 
 2009年 10月 17日 
 国際ロータリー会長 

ジョン・ケニー』 
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◆祝辞（１） 
ジョン・ケニー国際ロータリー会長メッセージ 

代読 パストガバナー 佐川一元 様 
 おめでとうございます。

国際ロータリーから祝辞が

届いておりますので、代読

をいたします。 
「東金ロータリークラブ会

員の皆さまへ 
 拝啓 このたび貴クラブ

が 50 周年を迎えられます
ことを心よりお祝い申し上

げます。今から 50 年前、地域社会へ奉仕すると
いうロータリーの理想を尊び、これに賛同した貴

クラブの創立会員が、東金市にロータリークラブ

の基礎を築かれました。 
 今日、貴クラブはこれまで何世代にも亘って受

け継がれてきた奉仕の伝統に新風を吹き込み、ま

た奉仕への熱意を新たに活動に取り組んでおられ

ます。今年度、過去の功績を振り返るとともに、

奉仕の次世紀に向け、ロータリーを導いてくださ

ることを願っております。世界のクラブと地区で

きれいな水の提供、保健の改善と、饑餓の撲滅、

識字率の向上というプロジェクトにも引き続いて

力を注いでいただきたいとお願い申し上げます。 
 貴クラブの歴史において重要な節目を祝うと同

時に、皆さま一人ひとりがロータリーを支えてい

るということをどうか思い起してください。常に

誇りを持って決断し行動してください。わたした

ちのロータリーの未来を決定するのは、皆さまの

日々の選択にかかっています。

この組織の力を委ねられるのは、

組織を築いてきた会員の皆さま

方を除いてはほかには考えられ

ません。まさにロータリーの未

来はあなたの手の中にあるので

す。        敬 具 
国際ロータリー会長 ジョン・ケニー」 
◆祝辞（２） 
国際ロータリー第 2790 地区 

ガバナー 中村博亘（ひろのり）様 
 東金ロータリークラブの皆

さま、創立 50 周年をお迎え
になり皆さま感慨ひとしおの

事とご推察申し上げます。誠

におめでとうございます。国

際ロータリー第 2790 地区全
会員を代表して、心よりお祝

いを申し上げます。 

 貴クラブは 1959年（昭和 34年）9月 15日、
茂原ロータリークラブをスポンサーとして初代会

長能勢剛氏の下、29名の創立会員で地区 11番目
のクラブとして発足いたしました。一口に 50 年
と申しましても地域の実業家、専門職業種の方々

が時代の変遷とともに、色々な困難、至難を乗り

越え、「超我の奉仕」の理念の下、地域社会におけ

る奉仕と国際理解と平和に寄与され、ロータリー

の「奉仕の理想」の鼓舞、育成に貢献され、今日

を迎えられましたことに深甚なる敬意を表すもの

であります。 
 貴クラブの歴史を振り返ってみますと、創立３

年目の 1962 年には早くも能勢剛特別代表の下、
子クラブとして八日市場ロータリークラブの創立

を行い、同年 10月 12日に認証状伝達式を執り行
っておられます。1992～93 年度には、南部裕様
を地区ガバナーとして擁立し、地区のリーダーと

して活躍されました。さらに 2000年 1月 27日に
は２つめの子クラブとして、東金ビューロータリ

ークラブを創立されました。1971年 3月 13日に
は、韓国、堤川ロータリークラブとの姉妹クラブ

締結、同年 11月 7日にはスコットランドのG.S.E. 
（Group Study Exchange）一行の来訪、また、多く

の交換留学生の受け入れ、米山奨学生の世話クラ

ブなど、国際奉仕に力を入れられる半面、1965
年 2月 4日には、ホストクラブとして、県立東金
商業高等学校のインターアクトクラブの認証状伝

達式を執り行うなど、新世代の育成にも力を尽く

しておられます。このように幅広い範囲に亘って、

会員一丸となって地区のリーダー的存在として、

率先して奉仕の実践に取り組んでこられた歴代の

会長、幹事様をはじめ会員の皆さまの献身的な努

力と弛まぬ精進にただただ感銘を受けるのみです。 
 今、時代は大きな変革の時を迎えております。

ロータリーは時代の変遷とともに変わっていかな

ければならないとポール・ハリスが申しておりま

すが、我々も新しい世紀を迎え変革を迫られてお

ります。貴クラブは、これから新しい半世紀に向

かって、その一歩を踏み出されますが、これから

は我が国のロータリーにとって、今まで以上に難

しい時代を迎えるものと想像されます。しかし皆

さまには半世紀に亘る輝かしい歴史があります。

これまでの数多くの体験を踏まえて、会員一丸と

なって、新しい歴史を創り出して行かれるものと

考えます。ロータリーの未来は皆さまの手の中に

あります。皆さま方の今後のご活躍と、貴クラブ

のますますのご発展を祈念してお祝いの言葉に代

えさせていただきます。 
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◆祝辞（３） 
東金市長 志賀直温 様 

 本日、東金ロータリークラブ

の創立 50 周年記念式典が県内
各地から大勢の皆さま方がお集

まりの中で、盛大に開催されま

すことを東金市民を代表しまし

て心からお喜びを申し上げる次

第でございます。 
 先ほど、昭和 34年、1959年設立というお話が
ございました。当時は東金市が合併をして市にな

って 5年後のことでございます。ご承知のように、
その後日本は経済的にも文化的にも大きな発展を

遂げて今日に至っているところでございまして、

歴代のロータリークラブの会長さん、またロータ

リアンの方々には、それぞれのお仕事を持ちなが

らの中で、こうした地域奉仕・国際奉仕という崇

高なロータリー精神の高揚と研鑽に努められ、活

動を続けてこられたことが、今日の日本の礎を築

いていると思っている所でございます。 
まさしく、物質のみならず、心の面で、気持ちを

高める、そして、そういった取り組みをするとい

うことが、今のこの地域の発展につながっており、

歴代の会長さんをはじめロータリアンの方々に心

からの敬意とお礼を申し上げる次第でございます。 
 また、私ども行政に対しましても、たいへん物

心両面からの力添えを頂戴してございます。先ほ

ども大きな鍵を頂戴したわけでございますけれど

も、青色回転灯のツートンの防犯パトロールカー

でございます。地域の中で、残念ながら身近な犯

罪も増えつつあるという状況の中で、私どもの地

域でも、地域の防犯パトロールをはじめ、市役所

の職員も終わった時間で地域パトロール等もさせ

ていただいております。そういうところに、十分

に活用させていただきたいと思います。遡って 7
月には、来年開催される千葉国体で東金市がバレ

ーボールと警察学校でのピストル射撃の 2種目の
会場になっておりますところ、カウントダウンボ

ードを頂戴いたしました。そのような地域全体の

盛り上げという部分で、必要なところに適切な対

応をロータリーの皆さま方から頂戴しているとこ

ろでございます。 
 これからも、豊福会長さんを中心とされまして、

本日を契機に一層充実されますことを心から念じ

ながら、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。 
 

来賓紹介 四之宮由己第６分区ガバナー補佐 

石渡徹男東金市議会議長 

 
 
 
 
 
 
◆祝電披露 
法務大臣・衆議院議員 森 英介様 
千葉県議会議員    石橋清孝様 
 パストガバナー    石井亮太郎様 

平山金吾様 
 地区内ＲＣ会長：市川、柏、柏西、市原、 

銚子東、小見川 
◆閉式の言葉 

   古川秀夫 副会長 

本日は多くの御来賓・ロータリ

アンの皆さまのご来場ありがとう

ございました。 

◆点鐘     豊福豊次 会長  

式典終了の点鐘を行います。 

------------------------------------------------ 
 

＊アトラクション＊ 16:15～17:00 
◆歌のプレゼント 
本並 恵さん 

関西独立リーグ専属

歌手・ 

大阪国際大学４回生 
「コエヲキカセテ」 

（SAKURA） 
「It’s still so …」  
（オリジナル） 
「 I Will Always 
Love You」(W.ヒュ
ーストン) 
 
◆吹奏楽演奏 

千葉学芸高等学校吹奏楽部 
全国高等学校総合文化祭千葉県代表 

指揮 原口祥司教諭 
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「アルセナール」ヤン・ヴァンデルロースト作曲 
「スターパズルマーチ」小長谷宗一作曲 
「あの日聞いた歌」  真島俊夫作曲 
       （本並恵さんと合同セッション） 

------------------------------------------------ 
 
 

 
 
 
 
 
＊祝賀会＊  17:00～18:15 

於 東金文化会館 １階展示場 
進行・司会    村  誠 会員 
料理 新千葉カントリー倶楽部 

 

◆開会の言葉 

    川口順司会員 

（第 25 代会長） 

 

◆祝辞（１） 
パストガバナー 黒田 実 様 

 東金ロータリークラブ 50 周年を迎えられ、誠
におめでとうございます。 
 初めに、いろいろな思いを残してクラブを去っ

て行かれた方々に、今日、厳粛に感謝を申し上げ

なければなりません。 
 さて、東金ロータリークラブ

では、創立当初より奉仕活動が

とても活発でございまして、特

に青少年交換プログラムにはす

ばらしい活動をなされ、2790
地区の青少年交換の基礎を確立されました。 
 また、東金クラブにはご尊敬申し上げる素晴ら

しい先輩が多数いらっしゃいまして、袖ヶ浦 CC
でいつもご一緒させていただいて芝生の上でいろ

いろと教えをいただき忘れることのできない深い

想い出がございます。 
 日本のロータリーもあと 10年で 100周年を迎
えます。ロータリーの友とロータリー文庫が協力

して「ロータリー日本 100年史」の発刊の準備を
されております。 
 今日が、未来への 100年として、歴史文化の香
り高い東金ロータリークラブの、ますますのご発

展を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたし

ます。ありがとうございました。 
◆祝辞（２） 

第６分区ガバナー補佐 四之宮由己 様 
 東金ロータリークラブの皆さ

ん、創立 50 周年誠におめでと
う御座います。第６分区内各ク

ラブを代表いたしまして心から

お祝い申し上げます。 
 私は、東金ロータリークラブ

50 年の活動の記録を読ませて
いただきました。驚いたのは、ここに登場されて

おります著名な方々のお名前であります。県議会

議員さんあり、東金市長さんあり、大企業経営者

のお名前や、各種団体の長のお名前が連ねられ、

地域社会のトップリーダーとしてご高名な方々ば

かりで御座いまして、さすが東金ロータリークラ

ブと感心いたしました。 
 その方々も、歴史と伝統のある東金ロータリー

クラブで学びあい、奉仕の心を育て、友情の輪を

広げ、地域社会やロータリーに数多くの実績を残

されました。その立派な方々を擁していた事を誇

りに思い、この伝統ある東金ロータリークラブの

精神を継承していく事が、東金ロータリークラブ

会員の責務であると思います。 
 50 年に亘る業績を築かれた歴代会員の献身的
なご苦労とご活躍に対し、深く敬意を表する次第

であります。 
 最後に、東金ロータリークラブの尚一層のご発

展をご祈念申し上げ、私の挨拶とさせていただき

ます。本日は誠におめでとう御座いました。 
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◆乾杯    第 30代会長 高橋美光 様 
50 年という大きな大

きな年輪を刻まれまし

た東金ロータリークラ

ブのこれからの益々の

ご発展を祈念し杯をあ

げたいと思います。乾

杯。 

 

◆懇談      

 

本並 恵さんも 

懐かしい歌で盛り上げ。  
 
 
◆ロータリーソング「手に手つないで」  

 
◆閉会の言葉    
金杉雄幸会員 
（第 29 代会長） 

地区の方々のご

支援と分区の皆さま

の友情に感謝します。

寂しいので正直言いまして

別れたくありませんが、お

開きとします。 

 

（おつかれさまでした） 

 

 

◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇  
◆50 周年記念式典参加者数 
東金ロータリークラブ会員    ３４名 

夫人の会会員    １３名 

ご来賓   東金市関係      ８名 

       ２７９０地区関係 １６８名 

小計 ２２３名 

その他   ゲスト出演      １名 

       吹奏楽部      ３６名 

       報道         １名 

       事務局        ２名 

総合計 ２６４名 

（給仕・配膳係を除く） 

◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇  
 

参加記念品 

角小物入れ（菅原工芸硝子特製） 

 

配付資料等 

プログラム、沿革、参加者名簿、記念品 

千葉日報 平成 21年 9月 15 日号 
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千葉日報掲載の広告と記事 
▽千葉日報 9月 15日号（県東版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▽千葉日報 9月 15日号（県東版） 

 
 

 
 
防犯パトロールカー贈呈式 
 （2009年 9月 11日東金市役所） 

 志賀市長 
   豊福会長、宮原会員、野口幹事、美山会員 
 
 

 

◆出席率 
会 員 出席者 出席率 

３４名 ３４名 １００％ 

コインＢＯＸ 
9 月 15 日 

0 円 

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。 
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく 
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp 

50周年記念式典のため、次回掲載 


