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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 3 号 通巻第 2877 号 

第 2914 回 例会 

2021 年（令和 3 年）7 月 27 日 

青少年奉仕月間 
 
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 

 

入会式 

 

 

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 

それでこそロータリー 

後藤 陽功 幹事 

並木 孝治 会長 

後藤 陽功 幹事 

 

五十嵐 弘充 新会員 

山村 潤一  新会員 

 

株式会社太平堂代表取締役 

今関 一男 様 

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 

ここのところぐずついた天気が続き肌寒いよう

な気温ですが、皆さんお変わりありませんか。ま

た、間もなく梅雨明けとなり、そうすれば今度は

猛暑の夏本番がやってきます。コロナのこともあ

り、会員の皆さんには健康には十分にご注意をい

ただきたいと考えます。 

さてロータリー新年度は本日で２回目、まだ始

まったばかりではありますが、本日は秋葉ガバナ

ー補佐の卓話が予定されております。さらに８月

３日はガバナー訪問となっています。こちらは実

施時間に変更があります。詳しくはこのあと幹事

から連絡があると思いますのでよく確認いただい

てお間違いのないようによろしくお願いいたしま

す。ガバナー訪問の際には地区再編の話をはじめ

いろいろと話題が出てくると思います。地区再編

については２０数年前に実施されており、その後

会員数の減少などの要因から今回また計画されて

いるようです。その他にも多様な話が出てくると

思いますが、忌憚のない意見交換ができればと思

っております。そちらの方は後藤幹事を中心に準

備を進めていただければと思っております。以上

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 

①今年度の予算が決定いたしました。詳細につ

いてはこのあと原会計担当から説明をしていただ

きます。 

②新入会員の件ですが、欠席会員に資料を送付

しました。その後１週間が経過しまして特に反対

の意見は出ておりませんので入会が決定しまし

た。具体的には宍倉敬文様、山村潤一様、五十嵐

弘充様、今井利彦様の４名です。４名の方には次

回以降、予定がつき次第入会式を行いたいと思っ

ております。 

③奉仕プロジェクト推進セミナーが９月２５日

（土）に開催されます。古川秀夫社会奉仕委員長

が出席予定です。 

④日本ロータリ－創立百周年記念誌が2,000円

にて有料配付されます。必要な方はお申し出くだ

さい。 

⑤RI 第 2790 地区 財団学友on line茶話会

の案内が来ております。 

⑥RI 第 2790 地区スリランカクラブの案内が

来ております。 

⑦次回理事会ですが通常の例会ですと８月３日

11:30~ですが、今年度は当日がガバナー訪問の

期日と重なっています。そこで関係者で相談しそ

の日については13:00開始に変更いたします。そ

の後ガバナー訪問の例会は16:00となります。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2913 回 RC 例会の記録 ＜7 月 13 日＞ 



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

 

 

Page 3 

ガバナー補佐卓話 

秋葉芳秀ガバナー補佐 

１ 今後の地区ガバナー補佐会議予定 

第 ８回 7月10日（土） 

第 ９回 8月 7日（土） 

第10回 ９月18日（土） 

第11回10月 9日（土） 

第12回11月 6日（土） 

第13回12月11日（土） 

第14回 1月15日（土） 

第15回 3月20日（土） 

第16回 6月24日（土） 

２ ガバナー補佐の役割 

 ①各クラブの会員拡大計画のサポート 

 ②各クラブのロータリー財団、米山記念

奨学会への寄付の推進 

 ③各クラブの社会奉仕プロジェクト、国

際奉仕プロジェクトへのサポート 

３ 地区グループ再編会議からの提案 

４ ３つのプロジェクト 

 ア 世界ポリオデー祈願 

   10月24日（日） 

 イ 世界ポリオデー トレインジャック 

   10月18日～24日 

 ウ 環境保全 千葉県内海岸清掃 

   太東海岸 

   9月12日（日）予備9月12日（日） 

５ 上期－地区ロータリー情報研究会 

  テーマ 「職業奉仕について」 

  下期－地区会員基盤向上セミナー 

     （旧ＩＭ） 

６ 質疑応答 

古川秀夫会員 

小林清益会員 
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委員会報告   

原伸太郎会計担当 

    

髙橋邦夫ロータリー財団委員長 

岡本秀男クラブ研修・管理運営委員長 

 

 

7月13日  

出席会員数      15名 

修正出席率      78.95 %     

  

コインBOX     2,287円 

 

 

今後の予定 

8月 

  3日 理事会(13:00～) 

ガバナー公式訪問(点鐘16:00) 

入会式、ガバナー卓話、クラブ協議会 

10日 祝日週休会 

17日 夏期休会 

24日 通常例会、誕生・結婚祝 

31日 通常例会 

 

9月 

7日 理事会(11:30～) 

   通常例会、誕生・結婚祝 

10日 62周年創立記念例会 

   （詳細未定） 

21日 祝日週休会 

28日 通常例会 

 

※ 今後、変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 

 

    

 


