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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 63 巻 第 8 号 通巻第 2882 号 

第 2919 回 例会 

2021 年（令和 3 年）10 月 19 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 

 

 

並木孝治会長 

手に手つないで 

後藤陽功幹事 

並木孝治会長 

後藤陽功幹事 

 

今井利彦会員 

 

各委員会 

親睦委員会,管理運営委員会 

並木孝治 会長 

竹田屋 
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会長挨拶 

並木孝治会長 

皆さんこんにちは。先週に引き続き2週連

続の例会となります。コロナの影響で臨時

休会が多く来週を含め3週連続となるのは

久しぶりの気がします。私は年齢が増す毎

に身体のあちこちに不具合が出てきて、数

年前までは何でもなかったのですが、さき

ほども急に指を動かしたら痺れを感じてア

レッ何か変だぞと思いました。だんだんそ

ういう年齢になってきたのかと自覚をする

ようになってきました。最近はあまりお酒

を飲んでいないのでそのせいかとも思いま

す。先日は懇親ゴルフ会の打ち上げに参加

しましたが、その時もアルコールではなく

お水で乾杯したのですが、最近はお酒では

なくお水で会食することにも慣れてきまし

た。 

また、先週から例会の会食を以前のよう

に、開式行事のあとにすぐ行うことに戻

し、今回もそういう形で行いました。次週

にはテーブルの形を戻したいと考えていま

すが、もうずいぶん前の事のように思え、

以前の形を思い出せなくなっています。覚

えている方は教えていただけると嬉しいで

す。先週は他クラブへ顔を出しましたが、

まだまだ厳重に飛沫対策をしており、つい

たてを立てたり、長机に1人で着席などの

対策を立てていました。当クラブでも慎重

に対応しながら徐々に戻していきたいと考

えます。 

会員増強対策ですが、鈴木委員長を中心

に引き続き積極的な対策を協議し実行に移

していき、私の目標である会員40名を実

現したいと思いますのでよろしくお願いい

たします。。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

 幹事報告を行います。 

①髙橋会員の千葉学芸高校、有薗直輝選手

がプロ野球ドラフト会議において、日本ハ

ム球団に2位で指名されました。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2918 回 RC 例会の記録 ＜10 月 12 日＞ 
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②今後の行事予定について 

 今月残りの例会は次週19日のみで、26

日は振替休会となっています。その後、11

月2日は祝日週休会となりますので例会は

11月9日となります。その日は11月最初

の例会ですので、11時半理事会、12時半

点鐘となります。その次の16日ですが、

以前からお話ししているように、第7グル

ープ第９グループ合同での情報研究会とい

うことで、サンライズ九十九里において14

時点鐘で行います。内容は僧侶高橋宗寛さ

んの講話が中心となります。そして、その

研究会が終了後、当ＲＣ単独にてそのまま

サンライズ九十九里において、62周年創立

記念移動例会兼新入会員歓迎会を行います

ので奮ってご参加をお願いいたします。そ

の際、マイクロバスを利用予定で、親睦委

員会の方で現在交渉中であります。 

その翌週23日は祝日週休会となりその後

の例会は30日を予定しております。以上

よろしくお願いします。 

 

会員卓話 

古川秀夫会員 

 本日は元々宍倉会員が担当だったそうで

すが、急遽都合がつかなくなり、私にお鉢

が回ってきました。私は何かお話しする時

には、現場に来てから話題を考えます。今

日も来たときにある会員から会社創業時の

話を聞かせてくださいとのリクエストをい

ただきました。確かに私が今の会社を創業

した時には面白い逸話に事欠きませんが、

それはまたゆっくりとアルコールを交えな

がらお話ししたいと思います。 

 かつてある先輩からは、ロータリーで話

をするときはやはりロータリーの話をすべ

きだとアドバイスをいただきました。そこ

で今回はそんな話題に触れたいと思いま

す。数年前ですが、茂原の河野さんという

ガバナー補佐がお見えになり、四つのテス

トについての卓話をしていただきました。 

ＲＣの例会では毎回この四つのテストを全

員で唱和しますが、ひとつひとつ確認する

とこれは大変奥深く意義のあることだとわ

かります。 

1. 真実かどうか 

私はいつも寝る前にその日一日を振り返り

ますが、この言葉は大変大きな意味のある

言葉でした。正しいことをしたか、義に背

いたことはないか、嘘はなかったか。 

2. みんなに公平か 

公平という言葉は、人によっても地域によ

っても時代によっても受け取り方は変わる

かもしれません。それでも誰にとってもど

こであっても公平であるということは難し

いテーマだと思います。 

3. 好意と友好を深めるか 

ロータリアンが人と接する基本姿勢だと思

いますが、それは表面だけでなくロータリ

アンとして心の底からの好意であり友情な
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のか、さらにそれを深めるとは、そこが問

われています。 

4. みんなのためになるかどうか 

人は自分の目標を定めそれに向かって努力

し、達成できればさらに次の目標に向かい

努力する、その繰り返しです。そうして

徐々に人として成長し、おおきな成果を残

していきます。そんな中で結果としてその

成果が他の人、つまり社会の為になる。い

っぽう、仕事をする上では、自分の都合で

進めてはいけない。お客様の要望をできる

限り受け入れ実現できるように工夫するこ

とで結果的に売上が伸びる。みんなのため

になるかどうかとは、他の人のためでもあ

ると同時にそれは自分のためでもあるとい

うことです。そして、その上でリーダーと

しては度量というか、どれだけ人の心を持

って人に接することができるか、そこが重

要なことだと思います。人のためになるか

どうかとは、自分のためであり、お客様の

ためであり、社員やその家族のためであ

り、ひいては社会全体のためであるといこ

とだと思います。そして、このような素晴

らしいロータリークラブの活動を、私が新

人の頃に先輩から指導されたように、新入

会された会員に伝え引き継いでいくことが

私の役割だと思っています。 

 

委員会報告等 
 

 

 

        

                   

髙橋邦夫ロータリー財団委員長員長 

 

 

10月12日  

出席会員数      16名 

修正出席率      69.57 %     

  

ニコニコBOX   24,000円 

コインBOX         2,200円 

 

 

 

今後の予定 

10月 

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 理事会（11:30） 

通常例会、誕生・結婚記念祝 

会員卓話 

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。 

 

   

 

  

 


