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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 
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第 63 巻 第 4 号 通巻第 2878 号 

第 2915 回 例会 

2021 年（令和 3 年）8 月 3 日 

会員増強・新クラブ結成推進月間 
 
16:00 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  ガバナー公式訪問 

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 

 

ガバナー卓話 

 

 

委員会報告 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

クラブ協議会 

 

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 

宍倉 敬文 新会員 

今井 利彦 新会員 

第 2790 地区 

梶原 等 ガバナー 

 

各委員会 

親睦委員会,管理運営委員会 

並木 孝治 会長 

全会員 
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会長挨拶 

並木孝治会長 

本日は２名の新入会員さんがいらしてお

り、これまでの例会とはちょっと違って緊

張感が漂っており新鮮な感じがします。新

入会員さんには早く他の会員さんの顔を覚

えていただきたいと思います。これからは

毎週毎週例会で顔を合わせますので皆さん

もよろしくお願いいたします。 

コロナの予防接種もずいぶんと進んでい

るようです。本日も２回目の接種終了直後

で体調不良のため欠席という会員さんがい

らっしゃいます。当会の会員さんもここの

ところ平均年齢が急に下がりましたので、

ワクチン接種はまだこれからという方も多

くいらっしゃいますが、いっぽうで65歳

を超える高齢者は接種がかなり進んだと聞

いています。未接種の若い方達には少しで

も早くワクチン接種ができますようお祈り

しながら、本日も例会を楽しく進めて行き

たいと考えておりますので、どうかよろし

くご協力をお願いし挨拶といたします。 

 

 

 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

①米山記念奨学会の委員長セミナーの案内

が来ております。8月28日土曜日13時半

点鐘、場所は三井ガーデンホテル千葉にて

開催されます。当会からは小林信雄会員に

参加していただきます。 

②地区ロータリー財団セミナーのご案内で

す。9月11日(土曜日) 13時点鐘、場所は 

TKPガーデンシティ千葉です。並木会長と

髙橋委員長に参加いただく予定です。 

③RI人頭分担金の請求がきております。7

月から12月の請求として総額671ドルと

なっています。原会計担当に処理をしてい

ただきます。 

④続いて第５４回インターアクト年次大会

の案内がきております。これにつきまして

は資料を回覧いたします。 

⑤第19回全国囲碁大会の案内が来ており

ます。10月2日土曜日、東京市ヶ谷の日本

棋院本院で行われます。詳細は回覧いたし

ます。。 

⑥八日市場RCから活動計画書が来ており

ます。 

⑦当クラブの活動計画書が完成しましたの

で配付いたしました。以上 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2914 回 RC 例会の記録 ＜7 月 27 日＞ 
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入会式 

鈴木康道会員増強委員長 

         並木孝治会長 

山村潤一新会員   五十嵐弘充新会員 

 

卓話 

紹介者 岡本秀男会員 

 

 

今関一男 太平堂代表取締役 

《会社紹介》 

大正12年（1923年）東金駅前に太平堂

時計店を創業。昭和57年、旧道沿いの店

舗から現在の東口公園通り沿いに移転。日

本眼鏡技術者協会認定の認定眼鏡士SSS級

1名、SS級2名在籍。補聴器は公益財産法

人テクノエイド協会が認定する千葉県では

22店舗しかない認定補聴器専門店として登

録。 

《メガネに関して》 

『メガネのお手入れ方法』 

水洗い(表面に付いた埃、花粉、汚れなど

を流す)→ティッシュで水分を押し拭き(強

く拭かない、あくまで水分取り)→仕上げは

メガネ拭き(拭く時の力はサンドイッチを持

つくらい) 

NGは乾拭きで強くこする、熱いお湯、

石鹸で洗う、タオルやティッシュで拭く、

汚れたメガネ拭きを使用する等 

『曇りにくいマスクの付け方』 

①マスクを出来るだけ上に付ける(目の下に

来るくらい)。 
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②マスク上部のワイヤーを鼻に沿わせ肌と

隙間を無くす。プラス曇り止めを塗れば快

適。 

『利き目』 

両手を伸ばし目の高さで小さな丸を作

り、片目を瞑って見えるほうの目が効き効

き目。目にも右利き、左利きがあり日本人

の7割は右目が利き目。ゴルフではパター

はボールを効き目の真下に置いて打つとよ

い。 

『盲点』 

 目には『マリオット盲点』という見えて

いない場所が存在する。盲点の語源はこの

マリオット盲点から来ていると言われ、視

野の中心からやや耳側に位置する。 

①両腕を伸ばし、人差し指を立てる 

②顔の高さまで手を上げ、右と左の人差し

指を立てたままつける。 

③左目を閉じ、右目だけで左の人差し指の

爪を見る。 

④その状態のまま右指だけをゆっくりと離

してみる。 

 およそ15㎝離れたところで右指の先が

見えなくなる点が「盲点」 

 

 

 

 

7月27日  

出席会員数      19名 

修正出席率      90.48 %     

  

コインBOX     2,759円 

 

 

 

 

今後の予定 

8月 

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 

 

※ 緊急事態宣言が発出されたため、 

今後、変更の可能性がありますので、

ご注意ください。 

 

    

 


