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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 

２０22～２０２3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 64 巻 第 4 号 通巻第 2904 号 

第 2943 回 例会 

2022 年（令和 4 年）8 月 2 日 

会員増強・新クラブ結成推進月間 
 
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 

誕生日祝い 

 

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 

君が代 

奉仕の理想 

兵頭英治幹事 

みつはし 

 

徳倉基宏会長 

兵頭英治幹事 

平山修也会員、並木孝治会員 

 

活動計画発表 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

德倉基宏会長 
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会長挨拶 

徳倉基宏会長 

暑い中、例会に参加いただき感謝いたし

ます。 

コロナですが、またまた増えてきまし

た。先週ですがグループの会長幹事会があ

りました。その際に他クラブの運営状況を

確認したところ、殆どのクラブが当面の

間、会場が閉鎖しない限り通常通りの開催

予定だということです。当クラブについて

は個人的には通常通り実施したいと思って

おりますが、正式には来週予定されている

理事会で検討し決定したいと考えていま

す。 

またお知らせですが、10月8､9日に地区

大会が予定されています。これは例年第7

地区全体で約1800人が参加する地区最大の

行事です。その大会で物品を販売するブー

スがあり、このグループから2団体ですが

販売業者を募集しています。参加者全員が

1500円分のクーポンを持っており、そのク

ーポンを利用するという形式です。当クラ

ブからの参加希望がありましたら、急です

が今週いっぱいを目処に私まで申し出をお

願いいたします。 

本日はロータリーソングについてお話し

してみます。毎週なんとなく歌うロータリ

ーソングですが、歌詞について深く考えた

ことがありませんでした。そもそもこの歌

は100年ほど前から始まったようで、我が

国の「奉仕の理想」は昭和10年頃歌詞が公

募により決まりました。私が気になったの

はこの中にある「御国に捧げん我らの業」

の部分です。当時は日中戦争直前で軍部の

力が大きい時代でした。そのため元々は

「世界に捧げん…」だったところを当時の

ガバナーが「御国に…」に強制的に変更し

て決定したそうです。原作者はやむなく納

得したそうですが、いつか「世界に」に戻

してくれと願っていたそうです。私自身も

ロータリーの精神からすれば「御国」につ

いては違和感を感じています。皆さんはど

のように感じていらっしゃるでしょうか。 

本日もよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

後藤陽功副幹事 

兵頭幹事が欠席のため今週も副幹事の私が

報告いたします。 

１ 訃報です。成田空港南RCの杉森様が7   

月 16 日に急逝されました。当クラブからは

会長名でお花を捧げました。 

２ 今後の予定について。現時点ではまだ

第 2942 回 RC 例会の記録 ＜7 月 26 日＞ 
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予定ですが 8 月 30 日の例会について、夜間移

動例会への変更を考えております。予定では

19 時より山村会員が土気方面に新規開店予定

のラーメン屋さんで、オープン前に特別に会

を開催させていただくことになっております。

詳細については追って連絡をいたします。詳

細については今後決まり次第お知らせいたし

ます。 

３ さきほど会長から話題がありました地

区大会についてのお知らせです。我々会員は

10月9日（日）の会に参加します。コロナの関

係で一般会員の参加は3年ぶりとなりますが、

県内から多くのロータリアンが参加しますの

で、皆様も奮ってご参加ください。場所は例

年通り海浜幕張のAPAホテルです。以上 

 

入会式  

風間大介新会員    徳倉基宏会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

風間大介新会員 

東金市堀上で司法書士をしている風間大介

です。今回縁あって当RCに入会させていただ

くことになりました。7月 1日からの入会でし

たが体調不良のため参加が少し遅れました。

これから益々猛暑が続きますが、皆様は体調

管理には十分お気をつけください。私は次回

から積極的に参加しますのでよろしくお願い

いたします。本日はありがとうございました。 

 

委員会報告（活動計画発表） 

野口雅子クラブ奉仕委員長 

会員増強・広報・親睦については昨年ほぼ

活発に活動できました。ただ、広報で SNS の

活用ということを目標にしていましたが、そ

こは難しかったようです。それよりは元々運

営していたHPが現在殆ど更新されていない現

状があります。他RCからの指摘もあり、今年

度はまず停止状態にあるHPの充実と定期的な

更新を中心にお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

岡本秀男会員増強・クラブ研修委員長 
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昨年度並木孝治前会長の目標でした会員

数 25名ですが本日の風間新会員で 24名に

なりました。今年度も更に多くの入会者増

を目標に、研修を含め引き続き努力します。 

別件で情報提供をします。先日 NPB フ

レッシュオールスターが開催され、髙橋会

員が校長を務める千葉学芸高校から初のプ

ロ野球選手である有薗直輝選手が4番で出

場しました。高卒新人でのフレッシュオー

ルスター出場は快挙であると思います。今

後の更なる活躍を期待したいと思います。 

今井利彦広報委員長 

  社会奉仕というロータリーの理念に基

づいて、当RCの活動を広く伝えていきた

いと思います。先ずは専門家の知恵を借り

ながら停滞しているHPの充実を手始めに

取り組みますのでよろしくお願いいします。 

土肥美木子青少年奉仕委員長 

 

私は現在地域の人達と協力してSDGs目

標達成の一環としてゴミを減らす運動のイ

ベントを計画しています。そのイベントに

若者を交えた形で当RCの活動と関連づけ

たいと考えています。今年度はこのことを

中心に青少年奉仕活動を充実させて行きた

いと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

今後の予定 

8月 

 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（19:00点鐘・ 

場所未定） 

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26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         2,530円 

 


