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インスピレーションになろう
国際ロータリー会長

2019 年（平成 31 年）1 月 29 日

バリー・ラシン

第 2790 地区ガバナー

橋

岡

久太郎

髙

山

義

則

会長 古

川

秀

夫

幹事 並

木

孝

治

１2：3０点鐘 例会場

第７グループ
ガバナー補佐
〃

Program

東金ロータリークラブ 概要
Togane RC Information

創

立

1959 年 9 月 15 日

古川

秀夫 会長

歌

「それでこそロータリー」

四つのテスト

並木

孝治 幹事

お食事

みつはし

東金商工会館４階

会長挨拶

古川

秀夫 会長

Makeup fee \2,000

幹事報告

並木

孝治 幹事

入会式

安藤

昇一 会員

例会日

火曜日

例会場

事務所

開会宣言・点鐘

お客様紹介

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日

WEB

通巻第 2817 号

12:30～13:30

http://www.togane‒rc.jp/
〒283‒0068
千葉県東金市東岩崎 1‒5

米山奨学金授与

東金商工会議所内

奨学生スピーチ

アニス・コイルン・ニサさん

TEL

0475‒52‒1101(代)

FAX

050‒3730‒2559

卓話

後藤

E‒mail

info@togane‒rc.jp

陽功 様

有）プラネット化学研究所代表取締役

Page

1

ニコニコ BOX 発表

親睦委員会

出席報告

管理運営委員会

閉会

古川

秀夫 会長

第 2843 回

例会の記録 <1 月 22 日＞
て、年金の使い方も考えていかなくてはなり

会長挨拶

ません。自分の寿命はわかりませんが、先輩
がたのすばらしいお話を聞いて、エンジンを
かけなおしていきたいと感じております。今
日は素晴らしい仲間を迎えての会ですので、
最後までよい時間を過ごせますようお願い申
し上げます。

幹事報告

古川

秀夫

会長

今日は窓際の陽光に加えてまぶしい土肥美
木子さんをお迎えしました。東金市の公認特
産品 PR 大使ということです。後ほど自己紹介
をお願い致します。もう一つうれしいこと
は、安藤昇一大先輩がロータリークラブに復
帰されました。新春から素晴らしい方々を迎
えることができました。

並木

正月が明けて、二十日ほどたちますが、今

孝治

幹事

○東金駅前のソーラー時計が故障中

朝ほどのニュースではプロスキーヤーで冒険

修理代を調べ、必要に応じて財団の補助

家の三浦雄一郎さんが南米のアコンカグア登

金を利用予定

頂を予定していましたが、ドクターストップ
で断念したとのことでした。山は「登る勇

〇2 月 7 日

東金ビューRC 創立記念例会

（19 時から

八鶴亭にて）

気」と「断念する勇気」が非常に大事だとい

〇2 月 13 日 IM

われていました。三浦雄一郎さんは 86 歳です

（13：30 点鐘

が、90 歳になったらエベレスト登頂の夢をお

〇2 月の例会場を使用する例会は 26 日のみ

持ちで、これから 4 年、そのための準備をす

（5 日は休会）

るそうです。
安藤さんをお迎えし、私も 75 歳を迎え、そ
ろそろ第 4 コーナーを回る頃かと思っていた
のですが、先輩たちの話を聞いております
と、まだまだもう半周ぐらい、私もバックし
なくてはいけないのかな、と。第 4 コーナー
から、第 3 コーナーを回ったころにバックし
Page
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送迎バスは 12：30 出発）

誕生祝い
菅原實会員

おめでとうございます

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

その地区予選となる初の千葉大会を、東金

結婚記念祝い

市内、最福寺本堂にて 2019 年 5 月 19 日(日)に
開催する事となりました。
今期は九州、大阪、静岡、東京、栃木、茨
城、北海道、そして千葉大会の 7 都市で開催
されます。
東金で行われる千葉大会のコンセプト

千葉大会のコンセプトは女性の品評会では
全くなく、ミセスだけでなく、この地域で頑
張っている全ての方のお披露目をする場とす
結婚記念祝いをうけて、スピーチをする

る事がテーマであり。 地域活性化と東金そし

古川会長

て近隣自治体の特産品や工芸品などで全ての

卓話

副賞や協賛で創り上げ、この地で活躍する
方々と共に楽しむ千葉大会を開催します。
そして、地元近隣で活躍中の女性や在住の
方々、そしてこの地に足を運んでくれるご縁
ある方々が、自分らしく在る事を、自分らし
く生きる事を体現し、地域活性化に繋がるイ
ベントを開催します。
千葉県の外房エリアと言われる地域である
東金市にも、守り続けられている歴史的建造
物や、農業や伝統技術や文化遺産、可能性を
秘めた特産品、真摯に活動している方々がた

土肥

美木子

様

くさんいます。そして小さなお店を丁寧に営
む方々や、家族や会社を支えている女性た

ミセスアジアとは

東金市公認特産品 PR 大使でもあり、ミセ
スアジアシュプリーム 2017 グランプリの土肥
美木子が地区予選となるミセスジャパン千葉
大会を主催する事となりました。
マレーシアで 2014 年に初開催されたミセス
アジアシュープリーム、このアジア各国から
ミセスが集まる世界大会へ出場する為の日本
代表を選出するのが、ミセスジャパンです。
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ち。素晴らしい作品を特産品を制作する男性
達や企業。 その全てをこの大会で全国そして
世界へ御披露目したい！
誰しもが等しく必ず歳を重ねる中で、千葉
大会当日に向けてそれぞれの参加者の方々が
改めて自分の環境や内面に向き合う事で、何
を成し遂げたいのかを言葉にする事で、年齢
を重ねる事への恐怖ではなく、若い世代の
方々や共に暮らし働く仲間や家族たちへ、

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

様々な形での希望となるような体現を可能と

により、より多くの年齢層に会場である最福

する大会をお届けします。誰しもが人生は一

寺と東金市の認知を広げ、注目度が高い事業

度。その人生をそれぞれの形で活躍し、忘れ

を行う事で地元の神社仏閣への関心や好感度

かけていた夢や目標を語れる情熱ある世界を

を高め、住民に足を運んでもらい、観光効果

目指す大会！というチャンスをともに分かち

やイベント使用による活性化を期待し。

合っていただけたら嬉しいです。ミセスだけ

女性活躍支援の実践的な場となる事業なだ

でなく老若男女、ご縁ある全ての人々がこの

けでなく、老若男女問わずこの地で活躍する

大会を通して共にこの機会を分かち合う千葉

美容、文化、芸術的技術者の PR 効果と歳入。

大会でありたいと願って全力で開催します。

事業に関連する副賞を東金並びに近隣の特産
品や農作物等を受賞商品とする事で市外、県

まだ見ぬ 無限の 秘めた 可能性

外への新たな販路及び顧客の拡大の可能性を

第一回となる千葉大会自身もこの街で、皆

高めるイベントとしたいと思います。大会ス

さまと共に前例のない事に挑戦をします。 日

ポンサー、後援もよろしくお願い申し上げま

本初、仏閣での女性の活躍支援イベント開催

す。

ニコニコボックス
〇ご奉仕
高橋邦夫

会員

2 月例会予定
土肥美木子

2 月 5 日 （火） 休会
2 月 7 日 （木）

様（右）古川秀夫

会長（左）

理事会（18 時～八鶴亭にて）
東金ビューRC 創立記念例会（19 時点鐘）

2 月 12 日（火）

休会

2 月 13 日（水）

IM 会場：サンライズ九十九里
（12：30 送迎バス出発

13：30 点鐘）

2 月 19 日（火）

休会

2 月 26 日（火）

12：30～例会 結婚・誕生祝い
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1 月 22 日
会員数 19 名
出席率 78.94％
コイン BOX
1,019 円
ニコニコ BOX
1,000 円

