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第 2825 回

例会の記録 <7 月 10 日＞

会長挨拶

古川

秀夫

幹事報告

並木 孝治 幹事

会長

今日も非常に暑い一日になっておりますが、

西日本の方では 6 日から 8 日にかけての大災

〇以下のご案内
・財団セミナー

9 月 1 日（土）ガーデンシティ千葉にて

害が発生しております。実は私の仲間が広島

・会員増強・維持拡大セミナー

におりまして、安否を気遣って電話をしまし

8 月 25 日（土） ＴＫＰガーデンシティ

たところ、尾道の仲間は大丈夫でした。竹原

千葉にて

の仲間は大変で、避難場所に来ているとのこ

とでした。前の川が増水して氾濫しそうだと。
おなじ広島でも東と西、あるいは海側富山側

〇米山奨学金上期寄付金のお願い

〇7 月 6，7 日松之郷の八坂神社であった
お祭り 東金ロータリークラブより

では大きな違いがあるようです。

協賛金 1 万円を寄付。宮司さんは以前、ク

亡くなった方、行方不明の方を合わせると

ラブで卓話をしてくださった方。

200 名近くの方が犠牲となっている、平成の
大災害と後世に伝えられるぐらいの災害に

髙山ガバナー補佐 ご挨拶

なったと思っております。心より、亡くなっ
た方のご冥福を祈り、被災された方にお見舞
いを申し上げたいと思います。

今日は皆さんの事業計画の発表と、髙山ガ

バナー補佐がお見えになっていますのでご

挨拶をいただきたいと思います。何はともあ

れ、皆様にご自愛のほどお願い申し上げます。

髙山義則 ガバナー補佐
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2018-19 年度第 7 グループのガバナー補佐

国際大会の代議員であるという証明の

を仰せつかりました大網ロータリークラブ

バッジを秋葉前会長にお渡したが、一般の人

の髙山義則です。

は四角い名札を使う。この名札の下について

第 7 グループは、9 クラブと第 2790 地区

いる襞は、登録をしたところに行かないとも

で最多のクラブを抱えております。クラブに

らえない。ガバナー補佐の経験がある人、ガ

依って多種多様な考え方があります。

バナーの人は、この襞をもらえる。この名札

そんな各クラブを纏める役が、私にできる

をつけて、会場を行き来する。

か不安がありますが、毎年行っている合同例

日程について

じ、交流と親睦を図ってまいります。

発。トロントには 16:45 着。

る課題を理解し、適切な支援が出来る繋ぎ役

進み、ハリーファクスで一泊。ここはタイタ

今年度、バリー・ラシン RI 会長のテーマ

いた遺品を集めた博物館がある。この博物館

20 日 17 時に羽田からトロントに向けて出

会や情報研修会、ＩＭ、親睦ゴルフ大会を通

トロントからトランジットで 2 時間ほど

また、会長幹事会を通して各クラブの抱え

ニック号が沈没したすぐ近くなので、流れ着

になれればと思います。

を見学。その後、プリンスエドワード島へ移

は、「インスピレーションになろう」です。

動。アメリカ国境沿いの島で、モンゴメリが

これを受け、橋岡ガバナーのテーマは「伝統

と未来」です。第 7 グループは橋岡ガバナー

の意向に沿った形で、情報研修会を開催し、
グループ内 9 クラブの会員の皆さんに、未来

「赤毛のアン」を書いた場所でもある。モン
ゴメリ女史の墓、赤毛のアンの家のモデルと
なったモンゴメリ女史の親戚の住まいもあ

り、室内もそのように作ってあった。広い農

に向けた「ロータリーの奉仕とは何か」を再

場が広がる、大変奥ゆかしい場所であった。

考する機会としていきたいと考えておりま

じゃがいもが特産とのことだった。

す。

国際大会

私自身もロータリアンとして、更に精進し

ハリーファクスからトロントへ移動し、24

て参りたいと思います。皆さんのご支援、ご

日に本会議に出席。会場は入場の際の荷物の

協力をお願い申し上げます。

持ち込み検査が厳しいところであった。フラ
グセレモニーで世界の国旗の入場。

国際大会出席報告

開会宣言、ＲＩ会長とご家族の紹介があっ

た。ロータリーの元会長の交流の場があった。
25 日はＲＩ理事の紹介、アメリカの元大

統領の夫人やハイチの首相の講演、役員の選
挙があった。

東金クラブとしての投票権を行使し、届け

てあるので、出席の証明書をもらった。

小林信雄 会員
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ロータリーってなんだろう？

が入会されたので、会のためになるような

ラブが集まる世界の団体。投票の時はクラブ

には会員の皆様の多数のご参加をお願いし

ロータリーはＲＩの認証をいただいたク

方々をお知らせいただきたい。外部卓話の時

の会長が中心になっている。
「千葉ナイト」

たい。

では、千葉から来たロータリアンの皆さんと

親睦旅行についても、いろいろなご提案をい

ゆっくり話す機会を得た。親睦と、千葉全体

ただき、企画をしていきたい。

の様子を把握するために有意義であった。

今年度早速、会員の名刺の作成を行うこと

途中、ミシガン湖畔にたたずみ、ナイアガラ

が出来たので、次のご提案をいただき、皆様

の滝を眺めて帰国した。

テーマ「インスピレーションになろう」は、

原文を要約したもの。原文をいただいたので
いずれ、日本語訳と照合してみたいと思って

と進めていきたい。

会員増強・ニューメンバーサービス

いる。

クラブの皆様にお世話になりました。あり

がとうございました。

委員会報告

秋葉芳秀 委員長

管理運営 クラブ奉仕

1．法人会の方と交流を深め、卓話に招いた
り事業所を訪問したりしたい

2．会員数と景気には深い関係がある。優良

納税組織などの、ゆとりのある経営者を卓
話者として、あるいは例会にお誘いしたい

創立 60 周年までに会員数 40 名を目標にし
ているので、協力をお願いしたい。

高橋邦夫

ニコニコＢＯＸ

委員長

東金ロータリークラブの会員であること

〇ご挨拶に伺いました。1 年間よろしくお願いし

に誇りを持ち、充実感を持つことがクラブ奉

ます

仕と考えている。例会の卓話や、様々な企画

（髙山義則 AG

石田英雄ＡＧ幹事）

〇今年度会長を務めます。宜しくお願い致します

を前年度より充実した内容にしたい。昨年は

（古川秀夫 会員）

法人会の方々などに卓話者としてお話しい

ただいた。会員の皆様に「こういう方に卓話

7 月 10 日
会員数 17 名
コイン BOX
ニコニコ BOX

をお願いしたらいいのでは」と声をかけてい

ただきたい。特に、新年度は大変顔の広い方

Page

4

出席率
1,815 円
15,000 円

82.35％

