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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 14 号 通巻第 2888 号 

第 2925 回 例会 

2021 年（令和 3 年）12 月 21 日 

疾病予防と治療月間 
 
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  通常例会 

 

開会宣言・点鐘 

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

 

入会式 

委員会報告 

会員卓話 

 

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 

 

今関一男新会員 

各委員会 

菅原裕輔会員 

 

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。ご覧になった方も多い

と思いますが、先週10日金曜日の夜に花

火が上がりました。東金では久しぶりのイ

ベントでした。飯田専務は詳しくご存知だ

と思いますが、この商工会議所近辺にも相

当数の人が集まったようです。私は観光協

会の関わりでこの商工会議所の2階におり

ましたが、そこでも周辺のかなりの盛り上

がりを感じることができました。聞くとこ

ろによりますと駅の陸橋には百人近い人が

集まって観ていたとのことでした。コロナ

の状況ですのでこのようなイベントを、多

くの人が待ち望んでいたのかもしれませ

ん。つくづくコロナが一日も早く収束して

くれることを祈ります。私自身も商工会議

所の2階から花火を観ているだけでも楽し

く感じることができました。このあと来春

になり桜祭りがどうなるか、夏のやっさフ

ェスティバルも含めて動向が気になるとこ

ろです。当RCでも2月に企画している宿

泊を伴った研修旅行が無事に実施できるこ

とを期待しています。ここにきて心配なこ

とはコロナウイルスでオミクロン株という

新株が出てきたことです。今後どうなるか

不安なところがあります。まだまだ不自由

なところがありますが、そこは十分に注意

しながらロータリークラブの活動を続けて

いきたいと思っています。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

①RLI リーダーシップ研修会についてですが、

パート１、パート２、パート３ということでそ

れぞれ講習会が予定されております。その中で

パート1の内容を紹介します。 

パート１研修プログラム 

日 時： ２０２2年２月５日（土） 

受 付： 9時40分 開会 10時10分～ 

 閉会18時10分  

場 所： 千葉市民会館 3階特別会議室  

セッション1 

ロータリーにおけるリーダーシップ 

目標：リーダーシップの特性を探求する。ボラ

ンティア団体や市民団体におけるモチベーシ

ョンの高め方を議論する。あなた自身のリーダ

ーシップのスタイルを考察する。 

セッション2 

私のロータリー世界 

目標：ロータリーの目的について議論する。   

ロータリーの組織構造について理解する。   

ロータリーの組織は、ロータリアンとしての私

をどのように支援してくれているかを述べる。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2924 回 RC 例会の記録 ＜12 月 14 日＞ 
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・セッション3 倫理と職業奉仕 

目標：ロータリーの倫理的基本理念とは何か。 

私たちが共有できる価値観は何か。これらの価 

値観が、自分自身や自クラブとどのような関わ 

りがあるか。 

・セッション4 

財団Ⅰ 私たちの財団 

目標：ロータリー財団（TRF）の基本的目標、 

プログラムおよび資金調達について理解する。  

クラブにとってのロータリー財団の重要性と

価値について議論する。各ロータリアンが 

TRF へ寄付をする必要性。 

・セッション5 

会員の参加を促す 

目標：クラブ会員にロータリー活動への参加を

促すことの価値と方法（選択肢）を探る。 

・セッション6  

奉仕プロジェクトを創造する 

目標：あなたのクラブの奉仕プロジェクトを見 

極め、立案し、組織し、要件を満たし、実行す 

ることを学ぶ。 奉仕プロジェクトのための事 

業計画を開発する。奉仕プロジェクトの成功を 

評価する方法を学ぶ。 

 現在野口会員が受講を希望されていますが、 

他にも希望する方がいらっしゃれば申込をお 

願いします。 

 

委員会報告 

      原伸太郎会計担当 

下期の会費について案内いたします。下期会

費については一般会員 10 万 4 千円、入会して

2年以内の新入会員は半額の5万2千円となり

ます。それに加えてロータリー財団特別寄付が

６千円、米山記念奨学会特別寄付が2千5百円

となります。ご注意いただきたいことは、この

下期会費の入金は、システムの管理上1月に入

りましてからの振込をお願いします。なお、振

替をご利用の方は 1 月 11 日にご指定の口座か

ら引き落とされますのでご了承ください。 

 

ロータリー談議 

小林信雄会員 

 今回卓話を仰せつかりました小林です。今回

の卓話はロータリー談義として進めてみたい

と思います。さきほど幹事報告の中にもRLI受

講希望者を募る話がありましたが、私は既に受

講を済ませており、更にブラッシュアップセミ

ナーまで進んでおります。そこで、本日はその

RLI リーダーシップ研修会で学んだことの中

にあるロータリー談義の形式を実際に実施し

てみたいと考えました。RC における談義とは

一般的な意味合いの、物事の道理を説き聞かせ

るということだけではありません。ここではロ

ータリーの理念に基づきロータリーの活性化

と発展を願い、ロータリアン個々のロータリー
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への理解を深め動機付けを高めるという目的

があります。そしてその目的を達成するために

ロータリーの活動に直接繋がるリーダーシッ

プを培うことが重要であるということです。 

 そこで今回は私と各会員、特に新入会員の方

を中心として討議（対話型）方式で実践してみ

たいと思います。テーマとしては「ロータリー

クラブの使命とは」「ロータリーの地区の役割

とは」ということで私の方から指名をし、それ

ぞれお答えいただきたいと思います。 

質問 

１ あなたはなぜ東金 RC に入会されました

か？ 

岡本秀男会員、兵頭英治会員 

２ RCに入会して良かったことは何ですか？ 

山村潤一会員、後藤陽功幹事、小林清益会員 

３ ロータリーには五大奉仕ということがあ

りますが、具体的に教えてください。 

原伸太郎会員 

４ あなたにとってロータリークラブとは何

ですか？ 

飯田重行会員、並木孝治会長 

 

（ロータリー談義の際の注意点） 

１自由にディスカッションに参加ください。 

２自分に謙虚になりましょう。 

３注意深く聞きましょう。 

４経験を自由に語り合いましょう。 

５本題から離れないように注意しましょう。 

６他人の発言に対して寛容になりましょう。 

７自分と違った視点に対して感謝しましょう。 

 

 

12月 14日  

 

会員数     22名 

出席会員数   14名 

メイキャップ    2名 

修正出席率  72.73 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計    4,184円 

 

 

今後の予定 

12月 

28日 年末休会 

 

1月 

4日 年始休会 

11日 振替休会 

13日 新年合同例会(東金ビューRC) 

 (木)  19:00点鐘(八鶴亭) 

18日 理事会、通常例会 

   誕生日祝い、結婚記念日祝い 

25日 通常例会 

 

 2月 

1日 振替休会 

 5日(土)～6日(日) 

     家族会合同研修旅行 

     米山梅吉記念館、伊豆長岡方面 

 8日 祝日週休会(建国記念日) 

15日 理事会、通常例会 

    誕生日祝い、結婚記念日祝い 

22日 祝日週休会(天皇誕生日) 

 

 

   

 

  

 


