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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 12 号 通巻第 2886 号 

第 2923 回 例会 

2021 年（令和 3 年）12 月 7 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  総会、クラブ協議会 

 

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 

 

総会、クラブ協議会 

 

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 

鈴木康道会員 

岡本秀男会員 

 

 

 

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、先の情報研究会及び夜間移動の創

立記念例会ではお疲れ様でした。情報研究

会は秋葉ガバナー補佐の企画でしたが高橋

和尚の講話は大変含蓄に富んでおり有意義

な時間となりました。また記念例会は久々

の会食となりましたが多くのご参加をいた

だき盛会となり感謝しています。特にゲス

トの森田日記さんの歌唱の時には皆さん真

剣に聞いていただき本人もとても感激して

いました。 

今月は本日で終了し、来月になるとロータ

リー年度は半年経過となりいよいよ折り返

し点を迎えます。後半は IMなどの地区行

事等も予定され、宿泊の研修旅行が企画さ

れているようです。ただし、ここにきてオ

ミクロン株なるコロナの新しい変異株が登

場し、また先行きが見えなくなってきまし

たが、ロータリーの活動はできるだけ影響

がないように充実した企画を立案していき

たいと考えます。さしあたり新年早々には

ビューロータリーとの合同新年例会があり

ます。詳しくは後ほど幹事から説明がある

と思いますが奮ってご参加ください。よろ

しくお願いいたします。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

①はじめに前回の例会時に、太平堂の今関

社長の入会の件が諮られましたが、その後

7日間異議文書の提出がなく提案通り承認

されたことを報告いたします。今関新会員

は１月からの入会となります。 

②ロータリー財団年次寄付ですが、昨年度皆

さんのご協力のおかげで100ドルを達成する

ことができました。つきましては財団からお

礼の手紙及び達成を記念したペナントが届い

ておりますのでご紹介いたします。 

③宍倉会員ですが、健康上の理由で退会希

望が出ております。次週の理事会で対応を

諮りたいと考えます。 

④先ほど会長から出ましたが、1月にビュ

ーロータリーとの合同企画による新年例会

が予定されています。日程は1月13日、

木曜日、18時半受付、19時点鐘、会場は

八角亭を予定しています。 

⑤先日の情報研究会で講演をお願いしまし

た高橋宗寛和尚からお礼のはがきが来てお

ります。またロータリー友の会の決算書が

届いており併せて後ほど回覧いたします。

⑥2月5，6日に研修旅行として米山梅吉記

念館訪問が決まっております。詳細は改め

て連絡いたしますのでご予定ください。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2922 回 RC 例会の記録 ＜11 月 30 日＞ 
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⑦12月の例会予定はクラブ通信のとおり、

7日は11:30からの理事会の後、総会・ク

ラブ協議会。14日と21日は通常例会で会

員卓話を予定しております。なお28日は

年末休会となり12月は計3回の例会予定

ですのでよろしくお願いいたします。以上

です。 

 

委員会報告 

秋葉芳秀次ガバナー補佐 

                   

岡本秀男管理運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

小林信雄米山委員長 

会員卓話 

   髙橋邦夫ロータリー財団委員長 

今月はロータリー財団月間であります。

そこで本日はロータリー財団および財団が

募っている寄付の内容についてお話をいた

します。会員の皆様には、ロータリー財団

についてご理解を深めていただき、今後も

積極的に寄付のご協力をいただけたらと思

います。 

「ロータリー財団の目的は寄付を集めて社

会貢献をすること」 

 

○年次基金→ポールハリスフェロー認証 

 ポールハリスフェロー(PHF)はロータリ

ー財団に累計1,000ドル以上寄付した人を

讃える認証 

・グローバル補助金 

 人道的プロジェクト,大学院留学奨学金, 

 職業研修チーム（VAA）派遣 

・地区補助金 

 人道的プロジェクト,奨学金,青少年プログ

ラム, 職業研修チームの派遣 

・ポリオプラス 

・目標（日本） 

 年次基金－150ドル／１人  

 ポリオプラス－30ドル／１人 



============== ========Togane Rotary Club  2021-22 ===================== 

 

 

Page 4 

○恒久基金→ベネファクター認証 

 

ロータリー財団およびそれぞれの基金の

の趣旨をご理解いただき、年間少しずつで

も寄付をしてポイントを重ね、認証を受け

るようにお願いいたします。 

 

 

11月30日  

 

会員数        23名 

 

出席会員数      17名 

 

メイキャップ          0名 

 

修正出席率      73.91 %    

  

ニコニコBOX    

 

コインBOX         2,746円 

 

 

 

                                 

 

今後の予定 

 

12月 

7日 理事会、総会、クラブ協議会 

(本日) 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 

 

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(八角亭) 

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 

 

※ 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。 

 

   

 

  

 


