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国際ロータリー第 2790地区 第 7グループ  

 
東金ロータリークラブ会報 
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第 64 巻 第 3 号 通巻第 2903 号 

第 2942 回 例会 

2022 年（令和 4 年）7 月 26 日 

 
 
12:30 点鐘 東金商工会議所 4 階例会場 

 

 

2022-2023 年度 

国際ロータリーのテーマ 

想像してください、私たちがベストを尽

くせる世界を。私たちは毎朝目覚めると

き、その世界に変化をもたらせると知っ

ています。 

国際ロータリー会長 

     ジェニファーE・ジョーンズ 

第 2790 地区ガバナー  小 倉 純 夫 

第７グループ 

ガバナー補佐  平 野 一 隆 

会長 徳 倉 基 宏 

〃      幹事 兵 頭 英 治 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 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 

Makeup fee \2,000 

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

事務所 〒283-0068 

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  050-3730-2559 

E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 

開会宣言・点鐘 

歌 

四つのテスト唱和 

お食事（弁当） 

 

会長挨拶 

幹事報告 

入会式 

委員会報告 

 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

徳倉基宏会長 

それでこそロータリー 

後藤陽功副幹事 

アジアン 

 

徳倉基宏会長 

後藤陽功副幹事 

風間大介新会員 

活動計画発表 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

德倉基宏会長 

 

 



============== ========Togane Rotary Club  2021-22 ===================== 

 

 

Page 2 

会長挨拶 

徳倉基宏会長 

本日は大原ＲＣより平野ガバナー補佐浅

野ガバナー補佐幹事に来ていただいており

ます。暑い中を来ていただきまして心から

感謝いたします。 

また本日の進行ですが、平山副ＳＡＡが

経験を積みたいということで進行を申し出

ていただきました。本日初ＳＡＡですので

よろしくお願いいたします。私自身は本日

の例会で２回目の会長挨拶となります。実

は先日小林清益会員から会長の先輩からと

いうことで「ロータリーの基礎」という書

籍をいただきました。内心は私が初めての

会長経験ということで、ご心配いただいた

のだと思います。そこで早速拝読いたしま

した。その中に会長の役割という項目があ

りました。その役割の一番目には会長には

例会で時間が与えられおり、その時間は単

に挨拶をするのではなく、会長として会員

に奉仕の実践の提唱をすることだとありま

した。そこで私はこ単なる挨拶ではなく

く、ロータリーの話をすることで本来の理

念である奉仕の精神を推進していく事にな

ると解釈しました。ですのでこの挨拶の時

間を使ってできるだけロータリー活動のこ

とについて話をしていこうと考えています

ので１年間お付き合いください。というこ

とで本日のお話ですが、私が初めてロータ

リアンになったときには、やはりロータリ

ークラブは世界的な組織であるので、その

分、いろいろと細かいルールや方針・目標

が定められており、新入会員にとっては、

よく分からないことが多かったです。その

中で初日からこれはいいぞと思ったことが

あります。それは毎回全員で唱和する四つ

のテストです。この内容や実施方法が素晴

らしく感じ、自社でも社の方針ををこの形

実践しています。この４つのテストはハー

バード・テイラーという方が創作したそう

です。この人がある企業を再生させるとき

にこれを使ったことがきっかけだそうで

す。また、日本に入って来たときに和訳し

ているのですが、若干英語のニュアンスと

は異なる所があるようです。具体的はフェ

アという言葉を公平と訳しているのです

が、その本では公正の方が良かったのでは

ないか、というようなことが書いてありま

した。またみんなのためになるかどうか、

の部分では企業の利益が社会にちゃんと分

配されているかどうかといった意味合いが

強いそうです。といったように、今後もで

きるだけロータリーのことをお話しできれ

ばと考えていますのでよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

第 2941 回 RC 例会の記録 ＜7 月 12 日＞ 
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幹事報告 

後藤陽功副幹事 

兵頭幹事が欠席のため副幹事の私が報告い

たします。 

１ 本日入会式を予定しておりましたが、

風間新会員は本日体調不良で欠席のため、次

回に延期いたします。 

２ 今後の予定ですが、19 日は祝日週にあ

たり休会のため次回例会は 26 日となり、その

時は各委員長さんに活動計画の発表をお願い

します。8月は 2日理事会・例会、9日・16日

は休会、23日は通常例会、そして 30日ですが

夜間移動例会を予定しております。詳細につ

いては今後決まり次第お知らせいたします。 

３ 八日市場ＲＣより記念誌あり。以上 

 

ガバナー補佐卓話  

  紹介－秋葉芳秀前ガバナー補佐 

平野一隆ガバナー補佐 

(※ガバナー補佐のご希望により、原文のま

ま記載いたします) 

 

22-23 年度ガバナー補佐を務めさせていただ

きます大原RCの平野一隆です。基本的な姿勢

は「月信」に掲載されていますのでご一読い

ただけましたら幸いです。 

本日はせっかくの機会をいただきましたの

で、もう少し掘りさげたお話をさせていただ

こうかと考えます。 

前年度の梶原ガバナーは、過去の慣例とは

違った観点からガバナー補佐を選出されまし

た。そしてそれは、グループ再編も平行して

考えられているものでした。結果的には再編

は行われず、ガバナー補佐の選任に関しても



============== ========Togane Rotary Club  2021-22 ===================== 

 

 

Page 4 

今年度小倉ガバナーは従来通りの輪番に戻さ

れました。 

私は、あの地区全体の大きな混乱の中で

「第７グループの歴史、慣例、いわゆる文化」

を、そして各クラブ間で培ってきた関係性

等々に改めて思いを巡らせることとなりまし

た。 

そして、こうして巡り合わせによりガバナ

ー補佐を仰せつかることになりと考えたとき、

「ロータリアンの意見やクラブの意向を、き

ちんとガバナー(地区)に伝えること」が最も大

切なこととの考えに至りました。 

ガバナー(地区)からのクラブやロータリアン

に向けての伝達発信は様々な方法があります

が、クラブやロータリアンからは果たしてい

かがでしょうか。 

門戸は開かれているとはいえ、現実にはな

かなか難しいようですから、そこでこそ補佐

をパイプ役としてお使いいただければと思い

ます。微力ではありますが是非お使いくださ

い。現時点ではガバナー公式訪問の随行を含

め、計 5回のクラブ訪問を予定しています。

また、会長幹事会でも忌憚のない意見交換

をさせていただきながら、なんとか皆様の

お役に立ちたいと思っていますので、どう

ぞ一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

8月 

 2日 理事会、通常例会 

   誕生日祝、結婚記念日祝 

9日 祝日週休会（山の日） 

16日 夏期休会 

23日 通常例会 

30日 夜間移動例会（場所・ 

時刻未定） 

 

9月 

 6日 理事会、通常例会 

   誕生日祝、結婚記念日祝 

13日 創立63周年記念例会 

20日 祝日週休会（敬老の日・ 

秋分の日） 

27日 通常例会 

 

 

7月12日  

会員数     24名 

出席会員数   14名 

メイキャップ     5名 

修正出席率    86.36 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計       26,955円 

 

 

 

                                         


