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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 6 号 通巻第 2906 号 

第 2945 回 例会 

2022 年（令和 4 年）9 月 6 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 

誕生日祝い 

結婚記念日祝い 

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 

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 

該当なし 

該当なし 

活動計画報告 

 

古川秀夫会員 

 

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。今日は東金ＲＣとしては初

の試みとなる会場とZOOM併用のハイブ

リッド開催です。なにぶんにも初めてのこ

とばかりで何かと不都合もあるかと思いま

すが、いろんなことを試しながらですので

そこはご理解ご協力をお願いしたいと思い

ます。ZOOMで参加の方、大丈夫でしょ

うか？不具合や新たなご提案がありました

ら遠慮なくご発言ください。 

さて、コロナ第７波ということでピーク

は越えたようですが高止まり傾向となって

おり、予断を許さない状況が続いていま

す。そこで来週予定しておりました夜間移

動例会は延期いたしました。従って来週の

例会はコロナによる臨時休会となります。

その後の日程については次のようにいたし

します。９月については、６日は理事会・

通常例会、13日通常例会、20日は祝日週休

会、そして28日水曜日に創立63周年記念

の夜間移動例会として式典後は食事会およ

び専門家によるピアノとヴァイオリンの特

別コンサートを企画しています。その分、

前日の27日（火）は振替休会となりますの

でお間違いないようお願いいたします。ま

た今回の記念例会はご家族と共に参加いた

だけますので多くのご家族の参加登録をお

待ちしております。なお、登録料ですが会

員は予算から支出、ご家族については一人

につき3千円といたします。さらにゲスト

として東金市長・九十九里町長・東金ビュ

ーRC会長・同幹事・三宅名誉会員に招待

状を出す予定です。 

次に、前回も申し上げましたが委員会活

動を活性化する目的で合同委員会を企画し

ております。この週報にも予定を記載して

おりますのでご確認の上、どこかで1回は

参加いただき、委員会活動の活性化にご協

力をお願いいたします。最後に本日の卓話

は新入会員の風間さんにお願いしておりま

す。若い視点で新しい発想のお話が聞ける

ことと期待しております。 

以上本日もよろしくお願いいたします。 

 

会員卓話 

風間大介会員 

第 2944 回 RC 例会の記録 ＜8 月 23 日＞ 
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風間大介です。よろしくお願いいたします。

7 月に入会したばかりですのでまず簡単に私の

プロフィールをお話した上で、私の仕事であ

る司法書士について説明をいたします。 

生まれは東金市、小学校中学校と東金市の

学校に通い、高校は成東高校です。大学は法

学部に進学し平成 19年 3月に卒業、同年 7月

に司法書士試験に合格しました。合格後は東

京の事務所で修行をおこない、その後大網に

ある同業の父の事務所に勤務、現在は東金に

移って事務所を開いております。趣味はゴル

フと映画鑑賞です。 

次に司法書士について説明いたします。司

法書士法に基づく国家資格であり、主に登記

に関する業務や裁判に関する業務など法律に

関する様々な業務を行います。資格を得るに

は司法書士試験に合格する、裁判所事務官、

同書記官、法務事務官、検察事務官に 10 年以

上従事し、業務遂行能力や知識があると法務

大臣が認めた者等があります。登記としては

主に不動産登記と商業登記があります。また

平成 19 年以降、民事裁判に関する一部業務が

弁護士と同等に代理人として行えるようにな

りました。その他、成人後見に関する業務な

どがあります。そんな中でうちの事務所では

主に登記業務を中心に運営しております。い

っぽうで不動産家屋調査士という資格があり

ますが、こちらは不動産に関する変更登記が

主な業務で、司法書士は権利に関わる業務を

主に行います。いっぽう行政書士の業務と間

違われる場合が少なくありません。行政書士

は県、市等に提出する書類の作成の代行をす

るのが業務です。私たち司法書士は裁判所や

検察庁・法務局などに提出する書類の作成を

します。また先ほど商業登記の話をしました

が、ひとつだけ周知をしていただきたいこと

があります。それは会社役員の任期が最大 10

年まで認められていますが、その任期が切れ

る前に更新手続きが必要とされています。そ

うしないと裁判所から罰金や会社解散といっ

たペナルティーが科されることがありますの

でご注意ください。 

今回は私にとっては初めての卓話であり、

ZOOM の時間制限もあるということで、本日

はこのあたりで結びとさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

会員報告 

鈴木康道会員 

冬に体調を崩しまして、しばらく療養をし

ておりました。コロナ禍の中であり、治療や

リハビリには難しいところがありましたが、

何とか努力してここまで回復いたしました。

まだまだ万全とは言えませんが、例会にも極

力参加して皆さんと楽しい時を過ごしたいと

思いますので今後ともよろしくお願いいたし

ます。本日は久しぶりに皆さんとお会いでき、

とても嬉しかったです。ありがとうございま

した。 
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合同委員会日程予定 （9月5日現在） 

9月8日（木） 

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、親睦活動 

9月21日（水） 

管理運営、クラブ研修、親睦活動 

10月5日（水） 

クラブ奉仕、会員増強、広報、親睦活動 

10月19日（水） 

国際奉仕、ロータリー財団、米山奨学会 

場所：竹田屋 開始時刻：19時 

登録料：8千円 

 

会長より会員の皆様へ 

この数年でかなりの数の会員の入れ替わり

がありました。その中でコロナ禍により各種

イベントや研修会が中止になり、新しく入会

された会員にとって、ロータリークラブの目

的や理念を学ぶ機会が減少しています。下記

ホームページにはロータリークラブの歴史や

理念、また米山奨学会等について詳しく紹介

しているページがあります。是非、個人研修

としてご覧いただき、ロータリアンとしての

資質向上に努めてください。その際生じた疑

問や、詳細について知りたい場合は、例会の

中で遠慮なくご質問ください。 

 

 

2790地区公式HPダウンロードURL 

https://www.rid2790.jp/2022/download.php 

 

 

 

ロータリージャパン公式HP URL 

https://www.rotary.org/ja 

今後の予定 

 

9月 

13日 通常例会、会員卓話 

14日 懇親ゴルフコンペ 

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時半食事会、 

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 

   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 

 

 

8月23日  

会員数     24名 

出席会員数   20名 

（含むZOOM参加） 

メイキャップ     3名 

修正出席率    95.83 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    2,426円 

合計         2,426円 

 

 

 


