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新千葉 C.C あさぎりレストハウス

Program

創立 58 周年記念例会
進行：並木 孝治 幹事

東金ロータリークラブ 概要
Togane RC Information

開会宣言・点鐘

秋葉 芳秀 会長

歌

「君が代」
「奉仕の理想」

お客様・名誉会員紹介

並木 孝治 幹事

会長挨拶

秋葉 芳秀 会長

立

1959 年 9 月 15 日

米山奨学金授与

カン・パンナレットさん

ＲＩ承認

1959 年 10 月 17 日

例会日

火曜日

夫人の会会長挨拶

東金ＲＣ夫人の会 会長

例会場

東金商工会館４階

創

WEB
事務所

12:30～13:30

大坪 紘子 様

Makeup fee \2,000

市長挨拶

東金市長 志賀 直温 様

http://www.togane-rc.jp/

来賓挨拶

東金ビューＲＣ会長

〒283-0068

神定 一雄 様

千葉県東金市東岩崎 1-5
東金商工会議所内

幹事報告

並木 孝治 幹事

TEL

0475-52-1101(代)

閉会宣言・点鐘

秋葉 芳秀 会長

FAX

050-3730-2559

懇親会

司会：親睦委員長

演者紹介

鈴木 康道 会員

乾杯

三宅 英雄 名誉会員

演奏

森田日記 様

名誉会員挨拶

椎名 千収 名誉会員

E-mail info@togane-rc.jp

三宅 英雄 名誉会員
ロータリーソング
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閉会

「手に手つないで」
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第 2789 回

例会の記録<8 月 29 日＞

で開業しており、私が常に仕事を依頼しており
ます。法定相続情報証明制度について、司法書
士の視点で語っていただきます。期日は未定で、
これから高橋会員と詰めて参ります。
もう一人は、皆様ご存知の東金法人会・会長
の古城氏です。前会長である測量会社「つくも」
の中島氏から、バトンを引き継がれました。法
人会事務局で事務局長と面談し、お願いしてき
ました。東金法人会の会報は「つくも」と題が
ついております。春号から「会社訪問 企業戦
士の素顔」の連載が始まりました。東金市小沼
田工業団地にある「有限会社・佐藤金属工業」
からスタートです。漁業関連の製品が全体の
50％を占める、ユニークな会社です。法人会事
務局に行き、卓話と言う場で佐藤社長のお話を
うかがう予定だと伝えてあります。夏号は「鵜
沢ネット株式会社」でした。ネットの立体加工
という独自の強みで、事業展開をされておられ
ます。期日は未定ですが、鵜沢社長に、卓話の
場で、会社の内容を伺う予定でおります。会社
や仕事のＰＲを兼ねた卓話をお願いします。法
人会の事務局の方は、会報がこのような活用を
されるのは想定外だそうです。外部卓話を最優
先とし、今後 1 年間継続しますので、皆様のご
紹介をお願いします。当然のこととして、遠い
未来に、入会という目標をおいております。

会長挨拶

秋葉芳秀 会長

皆様こんにちは。今日は、志田ガバナー補佐
をお迎えしての例会となりました。志田様には、
暑いところ、誠にご苦労さまです。9 月 12 日の
ガバナー訪問に際し、ご指導の程、宜しくお願
い申し上げます。
さて、
「蝉時雨」という、美しい日本語の、夏
の季語があります。
「蛙の大合唱」と言いますが、
「蝉の大合唱」とは言わず、
「蝉時雨」と言いま
す。お寺、神社、林の中だけでなく、街中でも
樹木の多い公園などでは、やかましい程の蝉の
声が、暑い夏を益々暑くする夏の風物詩です。
連日続く、やかましい蝉時雨ですが、蝉の命は
儚いものです。今年の夏もそろそろ、暑さは峠
を越えて、秋風が吹き始めました。そして水田
では、コンバインによる稲刈りの真っ最中です。
数年前、藤沢周平の時代小説「蝉しぐれ」と
いう日本映画を観たことがあります。そして、1
週間前の 22 日、東金文化会館で、民謡歌手・福
田耕平の歌謡ショーに、夜、妻と一緒に聴きに
行きました。最初の歌が「南部蝉しぐれ」、良い
歌で、私は大好きです。
「南部・盛岡・雫石 思
えば遠いふるさとよ 夢がこぼれた都会の谷間
呼んでみたって山びこばかり 弱音を吐くな、
強気になれよ 酒に聞いてる蝉しぐれ」福田耕
平の、サービス満点のステージに、全員が満足
したようです。
さて、皆様に、身近な方で、例会での卓話者
の紹介をお願い致します。自分の仕事をＰＲす
る、自分の会社をＰＲする、という視点での卓
話で結構です。一人は、風間司法書士で、大網
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幹事報告

並木 孝治 幹事

○地区大会記念ゴルフ大会（10 月 23 日藤ヶ谷
カントリークラブ）のご案内が来ております
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○小さな親切運動、赤十字からお礼状が届きま
した
○先週土曜日に会員増強・退会防止セミナーが
行われました。「楽しくなければロータリー
じゃない」が、グループ討議の結論でした
○本日は志田ガバナー補佐に来ていただいてお
ります。これから卓話をお願い致します

2014-15 年度…2 名、2015-16 年度…4 名、
2016-17 年度…7 名
退会者数が多いので、この辺はもう一度、理由
などをお考えになることが大事かなと思います。
例会…1 年間に 38 回（夜 5 回）
クラブ内研修…数回
ロータリー財団補助金の利用…国際交流協会と
共同で奉仕事業を開催
戦略計画…今のところなし
クラブ目標 会員増強…3 名
創立 58 周年のクラブなので、歴史を重んじてク
ラブを運営していく
クラブの課題
会員が減少しているので、増強に努めたい
以上が私が訪問をして、確認させていただいた
ことでございます。

卓話

クラブ活動計画書を拝見しますと、私の叔父
の大矢喜一が 17 代の会長をしているんですね。
一番最初の親睦活動をしたのが昭和 41 年なん
です。私が 21 歳の時には叔父がロータリー活動
をしていたんだ、と思い嬉しく思っております。
小林先生とお話をしたのですが、小林先生がガ
バナー補佐をされていた時は会員数が 30 名以
上いたとのことでした。私が思っている東金Ｒ
Ｃは名門で、皆さんに頑張っていただきたいな
と思っております。

志田延子 ガバナー補佐

皆様こんにちは。第 6 分区のガバナー補佐を
しております志田と申します。本日はガバナー
公式訪問（9 月 12 日）の確認事項の事前調査と
言うことでお伺いしました。9 月 12 日は東金Ｒ
Ｃと東金ビューＲＣさんと合同です。当日のス
ケジュールは以下の通りです
10:30～12:10
ガバナー補佐、会長・幹事懇談会
12:30～13:30 例会
13:40～15:10 クラブ協議会
ガバナー、幹事、補佐のメイキャップ料などの
拠出はご容赦ください。

私の亡くなった主人が目が見えず人工透析を
していたころ、菅原ガラスさんに行って花瓶を
作ってきたことがありました。そのような目の
見えない人に対しても、菅原さんは作品を作る
機会を作ってくださったんだと思って、とても
うれしく思っています。とても美しいブルーの
花瓶で、主人の大事な形見として使わせていた
だいております。ありがとうございます。宇野
さんとは 10 年以上前に親しくさせていただい
ておりまして、久しぶりにお会いして、うれし
い再会でした。そういうものの積み重ねで、人
生ってあると思っております。ロータリーの素
晴らしさを、皆さんに発信して、若い方たちが
入ってきた時に、まずは自分の仕事が大事で、
その中から何を学ぶべきかはロータリーに入っ
てみて感じることが沢山有るので是非、ロータ
リーに入っていただけたらと思います。

今年度の皆様方の状況は以下の通りです。
会員数 15 名
30 代・40 代…0 名、50 代…2 名、60 代…6 名、
70 歳以上…7 名
新入会員数
2014-15 年度…3 名、2015-16 年度…1 名、
2016-17 年度…4 名
退会者数
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私もロータリアンになって 25 年になります
が、ロータリアンであるということはお金では
買えない信用であると教えていただきました。
そういうものを胸に、4 つのテストを自分の目
標として常に思い、行動することが生きていく
うえで大事なことだと思っています。そのよう
なことを皆さんに知っていただき、たくさんの
方にロータリアンになっていただければと思っ
ています。今年度の寺嶋ガバナーは 16 代続いて
いるお仕事をされていて、広い視野をお持ちの
方です。柏の商工会議所の会頭もされていて、
このような方の元で補佐をさせていただくこと
を有り難いと思っております。これからも、よ
ろしくお願い致します。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１． 真実か どうか
２． みんなに公平か
３． 好意と友情を深めるか
４． みんなのためになるか
どうか

ニコニコ BOX
「奉仕の理想」

○ガバナー補佐 1 年間よろしくお願いいたしま
す。情報研修会とＩ．Ｍ多数の参加お待ちし
ております。

志田延子ガバナー補佐

○千葉学芸高校ゴルフ部村上拓海選手が全国
大会で優勝 団体も 3 位入賞しました。
高橋邦夫 会員

奉仕の理想に

集いし友よ

御国に捧げん

我等の生業

望むは世界の

久遠の平和

めぐる歯車

○ガバナー補佐 1 年間よろしくお願いいたしま

いや

輝きて

永久に栄えよ
我等のロータリー
ロータリー

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに（緊
急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。

会員数

出席率

電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559

１5 名

８６．６６％

出席率

Email: info@togane-rc.jp
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８月２９日
ニコニコ BOX
４，０００円

