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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 7 号 通巻第 2907 号 

第 2946 回 例会 

2022 年（令和 4 年）9 月 13 日 

 
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間 

 
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 

会長挨拶 

幹事報告 

 

委員会報告 

 

会員卓話 

 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

徳倉基宏会長 

我らの生業 

後藤陽功副幹事 

竹田屋 

徳倉基宏会長 

後藤陽功副幹事 

 

活動計画報告 

 

髙瀬勝会員 

 

親睦委員会、管理運営委員会 

徳倉基宏会長 
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会長挨拶 

徳倉基宏会長 

こんにちは。今日も残暑の中お集まりい

ただきありがとうございます。本日も事務

的な連絡事項が多いため、幹事と手分けし

てお伝えいたします。まず、本日配付され

た週報の最終ページををご覧ください。私

もそうなんですが、ロータリアンとなって

から、ロータリーの目的とか理念について

本格的に学ぶ機会が少ないと感じており、

その点につきましては正直理解していない

所が少なからずございます。入会して時間

が経っていない会員ほどその思いは大きい

かと思います。そこで先輩会員からある提

案をいただきました。それは、初心者向け

の資料や冊子があればそれを購入して学ん

ではどうかということでした。そこで事務

局に依頼して資料を探してもらいました。

ところが今はそういった資料については、

その殆どがデータ化され、Webからダウン

ロードするかたちとなっています。日本ロ

ータリー、地区ロータリーのＵＲＬを記載

してもらっているので､そこから是非該当資

料をダウンロードしてご確認をお願いしま

す。ロータリーの大きな目的のひとつに奉

仕があり、その延長線には環境保全の取組

があります。そこで紙の資料を削減し、脱

炭素に繋げることも重要です。そんな意味

からもWebでの対応を進めていただければ

と思います。 

次に合同委員会ですが参加についてご協

力いただきありがとうございました。第1

回目の合同委員会は8日に実施いたしま

す。以後予定通り実施しますのでよろしく

お願いいたします。 

28日に実施します創立63周年記念例会

ですが、出欠確認をしております。また家

族も合同ということで1名でも多くの参加

をお願いいたします。 

また10月9日、幕張のアパホテルで開催

されます地区大会ですが14名の方に参加い

ただくことになりました。ご協力ありがと

うございました。 

以上本日もよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

兵頭英治幹事 

 

第 2945 回 RC 例会の記録 ＜9 月 6 日＞ 
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理事会報告 

１号議案 会計関連の報告 

本日会計担当欠席のため、後日報告いたし

ます。 

２号議案 定款細則の改訂について 

理事会で決定されました。詳細については

次回以降改めて皆様に報告いたします。 

３号議案 慶弔見舞金規定の改定について 

これについても理事会で決定されました。 

4号議案 

ガバナー補佐訪問日程変更について 

11月4日、1月17日（会長・幹事のみ）、 

4月4日  になりました。 

5号議案 

東金九十九里波乗りマラソン協賛について 

今後広報委員会で検討します。 

6号議案 その他 

①ハイブリッド例会について 

準備と整備を進め今後1年間実施する 

②合同委員会の登録料について 

会長一任 

 

委員会報告 

 
小林信雄米山奨学会委員長 

 

 

会員卓話 

古川秀夫会員 

先日、担当の秋葉会員から急遽卓話の依頼

がありました。何を話題にするか考えました

が、最近の当東金ＲＣの状況について考えて

みようと思いました。私が懸念していたのは、

この3年間のコロナウイルス感染拡大を受けて、

ロータリーの活動が停滞しているのではない

かと言うことです。実際周辺のクラブではそ

の影響を大きく受けているクラブが少なくあ

りません。もちろん我がクラブも例外ではあ

りませんが、にもかかわらず会員が増加して

いるという事実があります。私が4年前に会長

を引き受ける直前には会員数が 15 名でした。

このクラブは最大 70 名近い会員数を誇りまし

たが、その後減少に転じました。そこで会員

数を増加させるには何が必要かを考えて運営

してきた結果、現在 24 名に増加しました。そ

の間、必要に感じたのは、何よりＲＣ活動の

魅力を見つけることでした。同時にＲＣの衰

退は街全体の衰退を招いてしまうとも思いま

した。街を活性化させるには商工会議所の活

動が重要であり、同時に行政の役割も重要で

す。そしてそのいちばん中心にあるのは人の
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魅力です。要は我々ＲＣの会員一人一人が自

分自身の活動に意義を感じ、活性化させ意欲

的に取り組むことにほかなりません。そして

魅力溢れる人達がこの場所に集まり会話と交

流を重ねていけば必然的にＲＣ活動は魅力が

いっぱい、生き生きとした活動になり、ひい

てはこの街全体の活性化に繋がるのです。 

いっぽう、今週から合同委員会が始まりま

す。私は会の活性化に向けてとても大事な企

画だと思っています。残念ながら現在各委員

会活動は形骸化していることは否めません。

活動計画書もほぼ例年通りの代わり映えしな

い内容になっています。それに対し、今回の

合同委員会では、和気藹々と忌憚のない話し

合いを行うことで今までにない発想や企画が

生まれる可能性が大きいです。と同時に会員

同士の交流を深め、何でも言い合える友人と

なってください。このことは委員会活動を改

めて見直し大きく変革し活性化することにな

る手段として捉え欲しいと思います。そして

活動を活発化することでロータリーの目的で

ある奉仕を達成し、社会の発展に貢献できる

と思います。そのようなクラブになることを

これからの会長さん達に期待をしています。 

 
小林清益会員 

私は東金ＲＣの経歴は、途中お休みの期間

があるとはいえ長いですが、その間多くの素

晴らしい人達を出会い、その人達と共にＲＣ

会員としてこの街の発展に貢献してきました。

ロータリアン一人一人の小さな友人の輪がや

がて大きく街の発展に繋がることをご理解い

ただき、今回の合同委員会や夜間移動例会を

契機に活発なＲＣ活動になっていくことを期

待しております。 

 

今後の予定 

9月 

14日 懇親ゴルフコンペ（新千葉C.C） 

20日 祝日週休会（敬老の日・秋分の日） 

27日 振替休会 

28日 創立63周年記念夜間家族合同移動例会 

   18時点鐘、18時半会食、 

19時半コンサート    於 蓬莱閣 

 

10月 

 4日 理事会、通常例会、 

誕生日祝い、結婚記念日祝い、卓話 

   9日 地区大会（APAホテル幕張） 

 11日 振替休会(9日分) 

 18日 祝日週休会(スポーツの日) 

 25日 通常例会 

 

9月6日  

会員数     24名 

出席会員数   14名 

 

メイキャップ     6名 

修正出席率    86.96 %     

ニコニコBOX 

コインBOX     2,652円 

合計          2,652円 

 


