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東金 RC
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「君が代」「我らの生業」

四つのテスト唱和

東金 RC

並木孝治幹事

会長挨拶

東金 RC

古川秀夫会長

成田空港南 RC

1959 年 9 月 15 日

高田一行会長

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日
例会日

火曜日

例会場

東金商工会館４階

幹事報告

12:30～13:30

http://www.togane‒rc.jp/

事務所

〒283‒0068

東金 RC

杉森幹男幹事
次年度会長・幹事の
ご紹介とご挨拶

千葉県東金市東岩崎 1‒5

東金 RC 中村隆則 次期会長
成田空港南 RC

東金商工会議所内
TEL

0475‒52‒1101(代)

FAX

050‒3730‒2559

並木孝治幹事

成田空港南 RC

Makeup fee \2,000
WEB

古川秀夫会長

市原豊彦 次期会長
東金 RC 小林清益 次年度幹事
成田空港南 RC

E‒mail info@togane‒rc.jp

上原広嗣 次期幹事
委員会報告

東金 RC
成田空港南 RC

閉会宣言・点鐘

東金 RC

古川秀夫会長

懇親会
閉会挨拶
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東金 RC 中村隆則 次期会長

第 2849 回

例会の記録 <4 月 2 日＞
元号につきましては皆様すばらしい日本

会長挨拶

の文化を継承し、新たな時代を迎えていく
気持ちが込められています。こういったこ
とをひとつの区切りにして、日本の歴史や
文化を見つめなおすのも非常に良いことな
のではと思います。
私自身は少し自由な時間ができたので、
歴史とくにチャンバラが好きなので、チャ
ンバラから入っていろいろな本を読んで、
「あのチャンバラはいつの時代だったか」

古川

秀夫

と調べたりしています。宮本武蔵が「たけ

会長

昨日 11：30 ごろから日本中の人たちが

ぞう」と呼ばれていたころは戦国時代の初

テレビにくぎ付けになっていたのではない

めだったとか、後年、肥後細川藩の客人と

かと思いますが、次の元号が発表されまし

して招かれたころは戦後だとか。子供のこ

た。「令和」ということでございます。こ

ろは無邪気に「どっちが強いか」「どっち

の内容についてはすでに皆様方が安倍総理

が勝つか」と楽しんでいましたが、最近は

の談話や新聞・テレビの解説などでお分か

歴史を知ることで、天皇制は日本の根幹に

りと思います。振り返ってみますと、平成

あって、日本が動いていたことを感じま

はバブル崩壊から始まり失われた二十年、

す。天皇は争いの中心ではなく、調停役、

経済の停滞、グローバル化と、世界があっ

見張り役に代わっているなあと思います。

という間に狭くなりました。情報化も進

明治維新の中で天皇がいたからこそ、日本

み、日本はエレクトロニクスで世界をリー

の維新は成し遂げられたと思います。皆が

ドしたという安心感があったのか、逆にア

一致協力するところでは、菊のご紋が大き

メリカや中国の企業に追い越された、それ

な役割をしているのだろうと思います。

が平成だったと感じております。

幹事報告

振り返ってみますと、30 年前、私は 45
歳でした。一番の働き盛りです。私自身の
変化を考えますと、ロータリーに入ったの
が平成 2 年だったと思います。途中で 10
年のブランクがありましたが、私のロータ
リー歴と平成の時代が重なります。30 年
の中で皆様と一緒に活動をしたり、ご教示
いただいたことが大きな糧になっておりま
す。

並木孝治
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幹事
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〇理事会報告

た。お祭りが大好きな子供でした。大学か

新入会員について

ら千葉に参りまして、そのままずっと千葉

・千葉銀行東金支店長の大西達也

氏

県におります。東金に住居を構えて 35 年

・有限会社プラネット化学研究所の代
表取締役社長

後藤陽功

くらいになります。

氏

大学を卒業してから千葉県の公立高校の

事務局交代について
・藤本

退職 濱井清之

教員をしておりまして、保健体育を教えて
氏に交代

いました。大学まで野球をやっておりまし

最終例会

たので、教員になってからは 25 年ほど、

・6 月 25 日 17：30～

いろいろな学校で高校野球の監督をさせて

役員引き付き

いただいておりました。その後教育委員会

同日 18：00～例会

に入り、二つの高校で校長をさせていただ

〇再来週の卓話者
東金警察署長 小林清悟

きました。校長になってから千葉学芸高校
様

の高橋先生と、県の校長協会の役員をさせ
ていただいたりしておりました。同時に、

新事務局

自分が高校野球をやっていたこともあり、

挨拶

県の高校野球連盟の役員をさせていただき
ました。最後の二年間は県の高野連、関東
地区の会長をさせていただいておりまし
た。
5 年前に校長を退職してからは千葉の大
学で高校生向けの入試アドバイスをした
り、高校で行われるガイダンスなどに出さ
せていただき、千葉学芸高校さんにもお世
話になっておりました。その仕事もこの 3

濱井

清之

月で終わり、エブリサンデイかなと思って

新事務局

いたところを私の教え子から、このお仕事

初めまして。濱井と申します。よろし

のお話をいただきました。たまたま、この

くお願いいたします。今回縁がありまし

教え子の同期が東金ロータリークラブの会

て、事務局を、とお話しいただきました。

員でいらっしゃったというご縁です。

私はこういう仕事が初めてなので、どれだ

私は東金に長く住んでおりますが、東金

けお役に立つかわかりませんけれども、精

で仕事をしたことがありませんので、これ

いっぱいやらせていただきたいと思いま

も何かのご縁かなと思っております。地元

す。

で何かお役に立てればいいなと思っており

わたしは現在 65 歳になります。もともと

ますので、よろしくお願いいたします。

高校までは九州の福岡、博多におりまし
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委員会報告

秋葉芳秀

高橋

会員

邦夫

管理運営委員長

１．千葉銀行支店長の交代に伴い、RI に

カンボジア旅行について資料配布

手続きをする。銀行の人事が 4 月 1 日

日程：5 月 8 日～12 日

付なので、同日付で新しい会員が入会と

アンコールワットの見学ののち、ナレッ

いう手続きになる

トの兄の結婚式、レセプション参加。翌日

２．「ロータリーの友電子版」のご案内

学校訪問。

日本語版の表紙の裏面に、電子版の広告

費用は 16 万ほど（飛行機、バス代、食

がある。（ログイン ID などのご案内）

事代、ホテル代含む）。部屋は 2 人 1 部屋

スマートフォンやタブレットから見るこ

だと追加料金有。ご家族もご一緒にどう

とができ、バックナンバーも見ることが

ぞ。添乗員＋ナレットが同行

できる。

申込みは 4 月 9 日までに秋葉会員に。

誕生日、結婚記念日祝い
徳倉基宏

会員 おめでとうございます

4月2日
会員数 19 名
出席率 73.68％
コイン BOX
ニコニコ BOX
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2,544 円

