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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 5 号 通巻第 2905 号 

第 2944 回 例会 

2022 年（令和 4 年）8 月 23 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 

ZOOM と会場によるハイブリッド開催（試行） 

 
 

 

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 

 

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 

 

（食事なし） 

徳倉基宏会長 

それでこそロータリー 

 

 

徳倉基宏会長 

 

活動計画発表 

風間大介会員 

 

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 

こんにちは。コロナは第７波といわれ最

大級の感染者を出しています。いよいよ顔

のわかる身近の方にも感染者が多く出現す

るようになってきました。どうかますます

の感染予防対策をお願いいたします。 

それを受けて、先ほど第2回目の理事会

を開催いたしました。その中で今後の予定

について検討いたしました。その結果、今

月23日と30日の例会については次のよう

に決定いたしました。まず23日の通常例会

をZOOMでも参加できるハイブリット方

式での実施とする。この方式は当クラブで

はこれまで実施がなかったことですが、他

のクラブではかなり導入が進んでいます。

そこで当クラブとして初めての試みでもあ

るので試行という形で実施してみようとい

うことになりました。次に30日の夜間移動

例会ですが、当初土気にできる山村会員の

新しいお店で実施するとお伝えしていまし

たが、コロナ感染拡大を受けて、10月に延

期することといたします。それを受けて30

日は臨時休会といたします。 

次に委員会活動についてです。毎週例会

活動を行っていますが、現在は単に参加し

て食事をして卓話を聞くだけの単調な活動

になりがちです。何とかもっと自主的で活

発なロータリアンらしい活動はないかと模

索していますが、先ずは委員会活動を活性

化させようということになりました。24名

いる会員が所属する委員会を超えて複数の

委員会での合同委員会活動を提案します。8

月中には予定を示しますのでご協力をお願

いします。 

また更に重要なお知らせです。9月の予

定の中で9月28日（水）の夜間移動例会を

家族も参加できる創立62周年記念例会とし

て実施することといたしました。場所は蓬

莱閣、18時点鐘、式典と会食後、19時半頃

から専門家によるピアノとバイオリンのコ

ンサートを予定しておりますのでご家族を

お誘いの上、奮ってご参加ください。 

最後に地区大会のお知らせです。10月9

日（日）に幕張のAPAホテルで開催されま

す。年に一度のロータリアン全員が参加で

きる地区最大のイベントです。こちらも1

名でも多くのご参加をお願いします。 

 

幹事報告 

兵頭英治幹事 

１ さきほど会長からお話しのあった、次

回 23 日の実施例会が ZOOM とのハイブリッ

第 2943 回 RC 例会の記録 ＜8 月 2 日＞ 
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ト開催となることを受け、会員には今後

ZOOM の URL が配信されますのでご確認を

お願いいたします。苦手な方は当日、例会場

に来ていただければ、詳しく説明をいたしま

すのでご利用ください。 

2 理事会報告 

①会計についての審議がある予定でしたが、

髙山会員が体調不良のため欠席ですので、次

回改めて実施します。 

②委員会活動を複数の委員会で合同開催を

して活性化させていくということです。そこ

で第1回の合同開催日の日程・場所については

こちらの方で設定し改めて御連絡いたします。 

③適宜行っている夜間移動例会ですが、今

年度は基本的に月に一度は企画してみようと

いうことになりましたのでご承知おきくださ

い。 

④ガバナーよりクラブ戦略計画の策定が求

められています。当クラブにおいても基本的

なところで策定することといたしました。 

３ 会長幹事会について 

7月22日に実施されました。そこでガバナー

から地区戦略の草案が提示されそれについて

の意見書を8月末までに求められております。

また 10 月実施の地区大会への出店募集がきて

おります。 

４ 例会欠席の場合 

例会については参加が基本ですが、所用で

欠席する場合は可能な限り前日までに御連絡

ください。また他クラブの例会に参加された

場合はメイキャップの対象ですのでメイキャ

ップ票を提出ください。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

 

誕生日祝い  

平山修也会員  徳倉基宏会長  並木孝治会員 

 

会員卓話 

秋葉芳秀会員 
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出席報告 

 

 

 

 

 

 

飯田重行親睦委員長 

 

合同委員会について（事務局） 

会長の話にありました合同委員会について

日程が次のとおり決まりましたのでお知らせ

します。（8月22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 

 

 何れの日も 

 場所：竹田屋 開始時刻：19時 

 

 

今後の予定 

 

8月 

 30日 臨時休会 

 

9月 

 6日 理事会、通常例会 

   誕生日祝、結婚記念日祝 

13日 通常例会 

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62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 

 

8月2日  

会員数     24名 

出席会員数   17名 

メイキャップ     4名 

修正出席率    91.3 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計         4,770円 

 

 

 


