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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 6 号 通巻第 2880 号 

第 2917 回 例会 

2021 年（令和 3 年）10 月 5 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 

誕生日祝い  （9 月） 

       （10 月） 

 

結婚記念日祝い（9 月） 

             （10 月） 

 

 

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 

君が代・奉仕の理想 

後藤陽功幹事 

並木孝治会長 

後藤陽功幹事 

該当なし 

土肥美木子、野口雅子、 

小林清益、五十嵐弘充 

原伸太郎 

野口会員、五十嵐弘充、 

並木孝治、土肥美木子 

濱井清之（事） 

山村潤一会員 

各委員会 

親睦委員会,管理運営委員会 

並木孝治 会長 

かくじゅう 
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会長挨拶 

並木孝治会長 

先ほど、残念ながら先日お亡くなりにな

りました安藤昇一会員に対して黙祷を行い

ました。現役会員がお亡くなりになること

は非常に珍しいことです。ご家族に聞いた

ところによると、安藤さんは転倒がきっか

けであったそうです。転んだ時は大したこ

とないように思われていたそうですが、一

晩寝たところからもう起き上がれない状況

に陥ってしまったとのことです。私達も足

がもつれてしまうことがありますが、十分

注意しなければいけません。 

コロナの関係で臨時休会が続いていまし

たが、本日は大勢の会員の参加をいただき

ました。ありがとうございます。今回のよ

うに休会が続きますと、長年の会員の方達

は、早く次の例会が来ないかなという気持

ちになります。いっぽう、最近会員になら

れたばかりの方達にとっては、特に行事も

なく、何となく物足りなさを感じていらっ

しゃるのではないでしょうか。何より新入

会員の歓迎会を実施しておりません。これ

については緊急事態宣言が解除になった時

点で計画をしたいと考えております。詳し

くは後ほど親睦委員長からお話しがあると

思います。このほかにも本来なら地区でも

多くの行事が企画されているのですが、残

念ながらコロナウイルス感染拡大防止の観

点から次々と中止・縮小、あるいはリモー

トでの実施が発表されています。このよう

な状況ですので当RCでも楽しい行事の実

施が難しくなっていますが、徐々に再開し

て楽しいRCの行事を計画していきたいと

考えています。 

本日は久しぶりの例会で報告等が盛りだ

くさんですのでよろしくお願いします。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

理事会の報告事項です。 

1号議案 

2021～22年地区大会ですが今回は全員参加

ではなく各クラブから、１部２部について

会長・幹事のみ。３部は記念講演ですが、

加えて３名限定となりました。希望者優先

で選定したいと思います。 

2号議案 

9月12日太東海岸清掃の件ですが、緊急事

態宣言が延長されたことを受けて中止とな

りました。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2916 回 RC 例会の記録 ＜8 月 31 日＞ 
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３号議案 

髙橋宗寛さんの卓話について 

11月16日（火）に第7グループ・第９グ

ループ合同情報研究会として、サンライズ

九十九里にて行う。その後この会場にて、

当ＲＣ62周年創立記念例会及び先延ばしに

なっておりました当ＲＣの新入会員歓迎会

を企画しています。詳細については後ほど

前嶋会員から報告があります。 

4号議案 

今後の例会について、緊急事態宣言延長下

においては臨時休会、蔓延防止対策下にお

いては実施をすることになりました。従っ

て、9月7日の例会は臨時休会となりま

す。14日、28日については未定ですが、

緊急事態宣言中であれば臨時休会としま

す。なお14日は創立記念例会の予定です

が、創立記念例会は先ほどのとおり11月

16日のサンライズ九十九里合同情報研究会

のあとに、参加者は当会員のみということ

で実施することとなりました。 

5号議案 

会員増強について 

新入会の候補者はいますが、このような状

況ですので具体的な報告ができる段階では

ありません。 

その他、秋葉ガバナー補佐からの話とし

て、東金ビューＲＣに合流についての申し

入れを行ったとのことです。また会員懇親

ゴルフ会ですが、9月については中止、10

月については8日（金）を予定していま

す。以上です。 

 

誕生日祝い 

平山修也会員 並木孝治会員 原伸太郎会員 

 

会員卓話 

高山洋平会員 

目標 2025年までに質量ともに千葉県でい

ちばんの会計事務所になること。 

前会員の祖父から事務所を引き継いだ時か

らすると、顧客・従業員共に３倍を超え着

実に進んでいる。 

設定理由 事業を引き継いで以来、台風等

の自然災害やコロナウイルス感染拡大など

予測できない事態がおこった。そんなとき

ほど明確な目標をかかげ目的地を定めて従

業員と共有し一丸となって進むべきだと考

えた。そのためには組織の責任者として具

体的な方策を立て実行していく力が必要だ
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と考える。また、東金で創業して６０年が

経過し、私の地元東金で是非とも雇用を創

出して貢献したいと考え、地元から100名

の雇用を目標としている。 

事業紹介 

祖父の時から行っている会計・税務業務の

ほかに、経営や資金繰り分析、Ｍ＆Ａ支援

等のコンサルティング業務を強化。 

拠点 

東金のほか、東京事務所、北陸事務所を開

設した。目的は事業拡大とともに人材発掘

や最新情報や知識の収集業務を担ってお

り、Ｗebを活用して常時接続した状況で各

事務所を運営している。 

東金に戻ってきて東京とは違い、自然に触

れながら仕事ができる喜びを感じている。

今は決算書を読むことが趣味のようだが、

元々陸上短距離のアスリートであるのでサ

ーフィンやゴルフなどのスポーツを趣味に

していきたいと考えている。 

委員会報告 

秋葉芳秀ガバナー補佐 岡本秀男管理運営委員長 

小林信雄米山委員長    前嶋里奈親睦委員長 
 

 

 

 

8月31日  

出席会員数      21名 

修正出席率      91.3 %     

  

ニコニコBOX    4,000円 

コインBOX     3,386円 

 

 

 

今後の予定 

10月 

12日 通常例会 

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) 

     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。 

 

   

 

  

 


