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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 9 号 通巻第 2883 号 

第 2920 回 例会 

2021 年（令和 3 年）11 月 9 日 

ロータリー財団月間 
 
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 

結婚記念日祝い 

 

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 

君が代 

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、髙橋邦夫会員 

鈴木康道会員、髙橋邦夫会員 

 

五十嵐弘充会員 

 

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 

皆さんこんにちは。つい先週までは暑くて

冷房をつけようかと思うような陽気でした

が、今日は一転して寒く感じる気温です。

例会場に到着してからもあまりの涼しさで

会場の暖房機をつけていただきました。先

週お話ししたように、今日は会場の机の配

置を変えてみました。これが決定ではあり

ませんが、密にならないように努めながら

少しでも互いの距離が近づいていけばと考

えております。また昼食も前回から先に食

事をする時間を設けましたので、容器もお

持ち帰り弁当から以前のような箱に入った

ものにしてみました。これも少しずつ以前

のような日常を取り戻す一環になればと思

います。 

今朝の新聞によれば昨日の千葉県内のコ

ロナウイルス感染者数が６人だけというこ

とでした。ここのところ感染者がぐっと減

ってそろそろ収束かと思いましたが、専門

家の野口会員によればまだまだ油断できる

段階ではないというご指摘でした。早く終

わって欲しい、そして以前のように懇親を

深める企画が多くできるようにしたいとい

うのが本音ですが、少しずつでも実現でき

るといいなと思っています。後ほど親睦委

員会からも企画が発表されますが、期待を

持ってその発表を待ちたいと思います。本

日も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はじめに11月16日のロータリー情報研

究会及び新入会員歓迎会についてお知らせ

いたします。これから当日の出欠表を回し

ますので、送迎バスの利用についてと併せ

てご記入ください。バスは東金商工会議所

前13：15発、帰りは現地19：00発予定で

す。また当日の情報研究会の参加費につい

ては、先日の会長・幹事会において参加

RC毎に4万円となりました。当RCでは

IMの予算から支出いたします。 

②10月31日に地区大会が開催されます。

参加は会長・幹事のみで幕張のAPAホテ

ルが会場です。点鐘は12：15、13：00か

らは建築家安藤忠雄様の講演を予定してい

ます。これについてはネットで同時配信を

行います。URLは判明次第ご連絡いたしま

す。 

③ロータリー財団年次寄付ですが、各会員

あたり75ドルを送金しましたがその受付

明細書が来ておりますので回覧いたしま

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2919 回 RC 例会の記録 ＜10 月 19 日＞ 
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す。また領収書については届き次第各会員

宛に配付しますので、お待ちください。 

④ロータリー奨学金の収支報告書が来てお

りますのでご覧ください。 

⑤現在新入会の申込みが来ております。太

平堂今関社長ですが、来月の理事会にて入

会について検討し、その後皆様の承認をい

ただきたいと思います。 

次回例会は11月9日（火）です。月初

めの例会ですので、11時半理事会、12時

半点鐘となります。その後は先ほど話した

16日移動例会、そしてその後は30日の通

常例会となります。 

 

会員卓話 

今井利彦会員 

 「物流を通じて社会を豊かにする」 

・南総通運1942年創立、11社が統合 

・丸通マークの採用 

・通運とは鉄道貨物を駅から配達先・集荷

先まで運ぶ事業のこと 

・内国通運株式会社と地区統合会社に 

・さらに地区統合会社から地区通運会社へ 

・1992年創立50周年を迎え新社章採用 

・物量とは物的流通のことであり、生産物

の流れ（活動）全域を意味する。 

・ロジスティクスとは、物流の諸機能を高

度化し、調達、生産、販売、回収などを

統合して需要と供給の適正化を図りつつ

顧客満足度を向上させ、かつ環境保全や

安全対策などの社会的責任への対応を目

指すことである。 

・南総通運は物流事業者としてロジスティ

クスに取り組む。 

・経営理念 

「物流を通じて社会生活を豊かに」 

「地域社会と共存共栄し、お客様から信頼

を得る」 

・経営ビジョン 

 ①域社会から必要とされる企業  

 ②トータルロジスティクス企業 

 ③安全への責任を果たす企業 

 ④環境への責任を果たす企業 

・トータルロジスティクス（経営管理）事

業の推進 

 物流事業を中心として、そこに派生する

事業、保険代理店、不動産業、倉庫事

業、貸切バス事業、タクシー事業、オー

トモーティブ事業等 

・社会貢献を通じて企業価値の最大化に取

り組む 

・ESG経営への取組 

 Environment(環境) 

 Social(社会) 

 Governance(企業統治) 

・ISO9001取得 

・ISO14001取得 

・Gマーク（安全性優良事業所）取得 

・地域未来牽引企業選定 

・「働きやすい職場認証制度」一つ星登録 
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出席報告等 

 

岡本秀男管理運営委員長 
 

 

※11月 16日情報研究会のご案内 

サンライズ九十九里にて開催 

  

迎えのバス利用の方 

 東金商工会議所を１３：１５出発 

 点鐘 １４：００ 

情報研究会終了後、同会場別室にて 

創立62周年記念例会兼新入会員 

歓迎会を開催 

   登録料5,000円は当日お支払い 

   願います。 

  送りのバスが現地19：00発予定 

 

 

 

 

 

 

10月19日  

出席会員数      15名 

メイキャップ          4名 

修正出席率      82.61 %     

  

ニコニコBOX    

コインBOX         1,952円 

 

今後の予定 

 

11月 

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 

 

12月 

7日 理事会、総会、クラブ協議会 

誕生日祝い、結婚記念日祝い 

14日 通常例会 

21日 通常例会 

28日 年末休会 

 

※ 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。 

 

   

 

  

 


