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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 61 巻第 6 号 通巻第 2837 号 

第 2866 回 例会 

2019 年（令和元年）8 月 27 日 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

12:30 点鐘 商工会議所 4 階例会場 

 

2019～2020 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

国際ロータリー会長 

     マーク・ダニエル・マローニー 

第 2790 地区ガバナー  諸 岡 靖 彦 

第７グループ 

ガバナー補佐  堤   正 広 

会長 中 村 隆 則 

〃      幹事 小 林 清 益 

 

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 

卓話 

 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村 隆則 会長 

「それでこそロータリー」 

小林 清益 幹事 

かくじゅう 

中村 隆則 会長 

小林 清益 幹事 

並木 孝治 会員 

東金税務署長 

渡邉 信夫 様 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

中村 隆則 会長 
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会長挨拶 

市東 弥寿雄 東金ビュー会長 秋葉 芳秀 副会長 

（秋葉副会長） 

諸岡ガバナーは今年度地区スローガンとし

て＜ローターリーから千葉を元気に＞を宣言

されました。以下、HPにあるガバナーの言葉

を紹介します。人物の成長は心･技･体で決まりま

す。心・技・体に余力が生じれば、年齢にかかわら

ず成長することができます。幼少期には身体が目立

って成長し、青年期には技能や精神性が育ってゆ

き、身体能力はピークに達します。壮年期には技能

がほぼ頂点に到り、精神力が充実してゆきます。老

年期には、それまでの人生行路のすべての生活態度

や行動の結果が、その人物の心・技・体つまり心身

の健康度や技の完成度を決定付けます。ロータリー

クラブの盛衰も、人物の成長と同様ではないでしょ

うか！ 

 

幹事報告 

神定 一雄 東金ビュー幹事  小林 清益 幹事 
１ ロータリー日本財団より寄付金の領収

証がきておりお配りいたしました。 

確定申告等にご利用ください。 

２ 今月２４日やっさフェスティバル終了後

にボランティアの清掃活動を行います。今年

度は15名参加予定で集合は20:45商工会議所

1階ホール、清掃開始21時です。服装はロー

タリーのポロシャツ着用でお願いします。 

３ ポリオ撲滅運動協賛のピンバッジをお配

りしました。国際ロータリーではこの運動を

推進し一定の成果をみていますが、世界をみ

ると根絶どころが微増しているとの報告もあ

ります。ロータリーとしては今後も更にこの

運動を継続していきますので皆様にも積極的

なご協力をお願いします。 

 

ガバナー卓話 

『国際ロータリーの現在とこれから』  

 

2019－20年度 諸岡 靖彦ガバナー 

◎ロータリーの三要素… 

1）Service  奉仕 

2）Membership  会員基盤 

3）Leadership   ﾘｰﾀﾞー と統率力 

１ ロータリーとは 

・ロータリーの目的、理念、歴史 

ひとつの人生哲学、奉仕の目的団体、ひとつの統

一された運動、情報交換所  

・2019－20 年度 RI 会長MARK  D．MALONEY：

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2864 回 RC 例会(ガバナ－訪問)の記録 ＜8 月 8 日＞ 
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地区ｽﾛｰｶﾞﾝ：ﾛｰﾀﾘｰから千葉を元気に！ 

・国際ロータリーの組織とは         

 RC,RAC:ｸﾗﾌﾞ(会長・幹事-県82 ｸﾗﾌﾞ 2,777名,世界

3.6 万ｸﾗﾌﾞ 120 万人) → 地区(ｶﾞﾞﾊﾞﾅｰ) → ｿﾞｰﾝ

(地域ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ 3.5 万人)  → RI 理事会→ RI

会長(TRF ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員長-ｹﾞｲﾘｰC. K.ﾎﾜﾝ(黄其光) 

 

２ ロータリーの魅力 

 ･出会いの妙(多彩な職業人、様々なﾘｰﾀﾞｰ)、人生 

の標本（学びのﾓﾃﾞﾙ・年齢、地域、信条を超え 

て）、ﾛｰﾀﾘｱﾝは何時でも対等、同志であり同好の 

士である 

・役割が人を創る(学びのﾁｬﾝｽ) 

・ﾛｰﾀﾘｰﾌｧﾐﾘ‐と若い力 

・世界中のﾈｯﾄﾜｰｸとﾛｰﾀﾘｰ財団の資金力…4億１千

万$（451 億円）/ 米山 14億円/年 

 

３ ロータリーの樹：植物を育てる(自然と共生) 

> 自然と対峙、征服（西欧の自然観） 

・「個」からｽﾀｰﾄ、自学(楽)自習、個のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ、

高潔性、奉仕の理念、大局観 

・｢チーム｣に展開、ｸﾗﾌﾞ活性化、多様性、ｸﾗﾌﾞﾘｰ

ﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗﾝ 

・ロータリーの活動は Connect … 絆を結び

つける  

 Cross Functionalに：ﾀﾃﾜﾘからヨコ展開へ 

 … 相互の存在を認め合うこと 

・「ロータリーの樹」を持続的に、いかに育てるの

か！… 戦略計画 ﾌﾞﾗﾝﾄ  ゙

・日本のロータリー100 周年 … 日本人ﾛｰﾀﾘｱﾝ

の位置：周回遅れ？ ｶﾞﾗﾊﾟｺﾞｽ？ 

 

４ 過去の延長線上に未来はない 

 平成の30年、内向きの日本人は「井の中の蛙」 

 令和の時代、茹でガエルになるな！ 

   cf．経済同友会の提言 

 未来構想：Ｘ軸…体力･経済力 Ｙ軸…技術・技

能、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ Ｚ軸…持続可能性･意志 

入りて学び、出でて奉仕せよ！  

Enter to Learn, Go forth to Serve ! 

リーダーを集め、意見を交換し、行動に移せ！  

Join Leaders , Exchange  Ideas, Take  Action ! 

 

 

ローソン かおり 地区幹事       

堤 正広 ガバナー補佐 

 

一堂に会して 
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いざ出陣！ 

 

 
   堤ガバナー補佐と小林幹事 

 

 
 

 
 

 
       お疲れ様でした 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

8月8日 

出席会員数    14名 

修正出席率      93.33% 

コインBOX                        

ニコニコBOX   (市東 東金ビューRC会長）    

                      

9月の予定 

9月 
3日 理事会(11：30～)、例会、お誕生祝い 

10日 創立６０周年記念例会(エストーレホテル18:00) 

17日 祝日週休 

24日 ロータリー情報研修会 

第 2865 回 RC 例会兼やっさフェスティバル清掃奉仕の記録 

＜8 月 24 日＞ 


