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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 

２０21～２０２2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 63 巻 第 7 号 通巻第 2881 号 

第 2918 回 例会 

2021 年（令和 3 年）10 月 12 日 

地域社会の経済発展・米山月間 
 
12:30 点鐘 東金商工会議所 4 階例会場 

 

 

2021-2022 年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕しよう 

みんなの人生を豊かにするために 

国際ロータリー会長 

     シェカール・メータ 

第 2790 地区ガバナー  梶 原   等 

第７グループ 

ガバナー補佐  秋 葉 芳 秀 

会長 並 木 孝 治 

〃      幹事 後 藤 陽 功 

 

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 

 

会員卓話 

 

委員会報告 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

お食事（持ち帰り弁当） 

 

 

並木孝治会長 

我らの生業 

後藤陽功幹事 

並木孝治会長 

後藤陽功幹事 

 

古川秀夫会員 

 

各委員会 

親睦委員会,管理運営委員会 

並木孝治 会長 

みつはし 
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会長挨拶 

並木孝治会長 

ご存知のように、9月30日をもって発出

されていた緊急事態宣言および蔓延防止対

策が解除になりました。当クラブの例会は

8月31日以来約一ヶ月ぶりの開催となりま

す。宣言が解除されたことを受けて、本日

より例会のプログラムの順番で、まず食事

をとってからという従来の形に戻したいと

思います。また感染防止対策としての机の

配置についても今後検討していきたいと考

えています。その他多くのことが感染防止

対策のため変更になっています。他のクラ

ブにおいても同様だと考えますので、今後

どのように対応していくのか、15日に行わ

れるこの地区の会長幹事会で情報を集めた

いと思います。他クラブの様子を参考にし

ながらどのように戻していくのか、また新

たに実行していくのか検討していきたいと

考えております。 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

さきほど行いました第4回理事会の報告

事項です。 

 

1号議案 

米山記念館への寄付について 

小林信雄米山委員長から、個人とは別に当

クラブとして寄付をしてはどうかという提

案がありました。検討の結果、今回は特に

予算計上をしていないので今まで通り個人

としての寄付に留める。ただし、良い機会

でもあるので、今後米山記念館への訪問研

修会を計画することとなりました。詳細に

ついては今後検討し、報告をいたします。 

 

2号議案 

ポリオプラス募金箱設置について 

髙橋邦夫ロータリー財団委員長からの提案

です。今月24日はポリオデーです。これ

を受けて今月は特別な寄付期間にしたいと

いうことです。ポリオデー用の特別募金箱

が来ておりますので、24日迄の3回の例会

中にポリオプラス特別寄付として募金箱を

回しますのでよろしくお願いいたします。 

集計や募金箱の関係でお札での寄付をお願

いしたいと思います。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2917 回 RC 例会の記録 ＜10 月 5 日＞ 
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３号議案 

10月の例会開催について 

会長の話にもありましたが、緊急事態宣

言、蔓延防止対策共に解除になったことを

受けて、本日より例会の次第の中で、食事

の時間を従来通り、開式行事のあと、会長

挨拶の前に行うように戻しました。また、

先月はすべての例会が中止になりました

が、今月は当初の予定通り今後12日、19

日に通常例会として行うこととします。 

また、コロナワクチン接種についてです

が、これまでかなりの会員が接種済みだと

思います。そこで今後の例会や懇親会実施

のために、このあと会長と幹事で会員個々

にワクチン接種済みかどうか、個人情報に

留意しながら確認をさせていただきますの

でご理解の上ご協力ください。未接種の方

は抗体検査をお願いいたします。 

 

4号議案 

ロータリー財団学友会記念行事が計画され

ています。これについては該当の方に後ほ

ど回覧いたします。 

 

11月16日ロータリー情報研究会につい

て前回もお伝えしたように、この日は移動

例会としてまた第7グループ第９グループ

合同で実施、場所はサンライズ九十九里、

14時点鐘で開始します。その後、当ＲＣ単

独で記念移動例会兼新入会員歓迎の懇親会

を予定しております。 

その他、幾つか連絡がありますがこのあと

回覧しますのでご確認ください。 

 

 

誕生日祝い 

小林清益会員 並木孝治会長 

土肥美木子会員       野口雅子会員 

 

結婚記念日祝い 

並木孝治会長   野口雅子会員 

土肥美木子会員 原伸太郎会員  濱井事務局 

 

会員卓話 

山村潤一会員 
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「500年先も選ばれる企業へ 

大きくするには理由がある」 

－商売繁盛は仕組みで決まる 

－お金の流れがひと目でわかる最強の通帳

活用術 

－同友会入会で劇的変化を迎えた２人の社

長 

－暴走族が社長になったらこうなった！ 

－明日から使える組織拡大のススメ 

暴走族の経験を会社経営・拡大にいかす。 

・地元愛 

・組織編制 

・指示命令系統 

・組織拡大と質の向上による成長 

・新しいことにチャレンジ!! 

・事業効率化の為に拡大 

・会社の未来（ビジョン） 

・隣接異業種経営（戦略と戦術） 

 

委員会報告等 

古川秀夫会員      鈴木会員増強委員長 

小林信雄米山委員長  飯田重行管理運営委員 
 

 

 

 

10月5日  

出席会員数      20名 

修正出席率      86.96 %     

  

ニコニコBOX    2,000円 

コインBOX     3,350円 

 

 

 

今後の予定 

10月 

19日 通常例会 

26日 振替休会（31日地区大会） 

31日 地区大会（APAホテル） 

会長・幹事のみ 

11月 

2日 祝日週休会 

9日 通常例会、誕生・結婚記念祝 

16日 情報研究会(サンライズ九十九里) 

    14時点鐘 

     終了後、62周年創立記念移動例会 

兼新入会員歓迎会 

23日 祝日週休会 

30日 通常例会 

 

※ 今後のコロナウイルス感染状況により

変更の可能性がありますので、情報に

はくれぐれもご注意ください。 

 

   

 

  

 


