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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 15 号 通巻第 2889 号 

第 2926 回 例会 

2022 年（令和 4 年）1 月 18 日 

職業奉仕月間 
 
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  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 

誕生日祝い 

結婚記念日祝い 

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（お持ち帰り弁当） 

 

 

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 

髙山洋平会員、飯田重行会員 

古川秀夫会員 

各委員会 

前嶋里奈会員 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

並木孝治 会長 

アジアン 
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会長挨拶 

並木孝治会長 

皆さんこんにちは。本日は思ったより気温

が高く快適な日和で、最近低調であった会

員の出席も良い方だと思います。そんな中

ですが、会員の鈴木康道さんですが先日脳

梗塞を発症されたようです。病状はそこま

で深刻な状況ではないようで、会話も問題

ないそうですが今のところ歩行に難がある

ということで、本日病院に入院されたそう

です。病院では現在のところコロナに落ち

着きがでてきたこともあり、平日に面会の

機会が設けられているようです。少し病状

に落ち着きがでたころお見舞いに行ってこ

ようかと考えています。発症のきっかけと

なったのは、寒い中で行われた知り合いの

葬儀に参列していたためのようで、寒い時

期には十分な注意が必要のようです。皆さ

んもご注意ください。 

先週ですが、秋葉ガバナー補佐、後藤幹

事、德倉ガバナー補佐幹事と共に地区の会

長幹事会に行ってまいりました。会議後の

懇親会では久々に参加者達と楽しい時間を

過ごしました。これからも徐々にそういっ

た機会が設けられることを期待したいと思

います。 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

①会長・幹事の報告 

 秋葉ガバナー補佐より11月16日に行われた

情報研究会の開催費用について報告がありま

した。総費用329,350円、第9グループの負担

が 120,000 円、第 7 グループの負担が 109,350

円ということでありました。なお、情報研究会

については当日の様子を記録したビデオ、およ

びユーチューブが上がっていますので是非ご

覧ください。 

②ＩＭについて 

 来年3月11日金曜日に、第5、第6、第7合

同で、会員基盤向上プログラム（ＩＭ）を実施

します。詳細は未定ですが、受付開始 14：30、

開会15：00、閉会17：00となっています。そ

の後各グループに分かれて懇親会を実施する

予定となっています。スケージュールの調整を

お願いいたします。 

③グループ内の再編について 

 昨年来話題に上がっていた 2790 地区のグル

ープ再編についてですが、いろいろ意見ありま

したが、結論として再編成は行わないというこ

とになりました。いっぽうでガバナー補佐のチ

ーム制ということに取り組むそうですが、詳細

については今後徐々に報告があるそうです。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2925 回 RC 例会の記録 ＜12 月 21 日＞ 
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④22-23年度補助金管理セミナーについて 

 1月29日（土）にTKPガーデンシティ千葉

にて実施。当クラブからは4名参加予定で、具

体的には21-22年度ガバナー補佐の秋葉様、同

じくクラブ会長、22-23 年度クラブ会長に加え

ロータリー財団委員長を予定しております。 

⑤今後例会の確認 

 本年は本日が最終例会となり、1 月は 13 日

（木）夕刻に実施の東金ビューＲＣとの合同新

年会が最初となります。その後18日（火）、25

日（火）の通常例会を予定しております。2 月

1日は振替休会、5～6日に米山梅吉記念館へ研

修旅行を予定しております。 

その他いくつか情報があり、この後回覧いた

しますのでご確認ください。 

 

入会式 

      推薦者 前嶋里奈会員 

今関一男新会員 並木孝治会長 

 

会員卓話 

菅原裕輔会員 

 前回の卓話の時は私が高校生の時にこのＲＣ

からの派遣でオーストラリアへ留学をさせて

いただいた話をいたしました。今回は私の家業

であるガラスの話をいたします。 

うちのガラス工場は 1932 年、私の祖父が東

京の江東区亀戸で創業いたしました。その後

1962年に九十九里に移転してまいりました。私

自身は 1970 年生まれですので当時のことは全

く知りません。ところが先日地元で当時のこと

をご存知の方にお話しを聞く機会がありまし

た。当時は何もないところでしたので、こんな

所に移転してくる企業があるのかと驚きの眼

で見ていたとのことでした。移転のきっかけは

祖父がたまたま当地を訪れたときに桜の見事

さと人々の温かさに触れたことであったと聞

いております。その頃はオーダーを受けて下請

け的に製品を作っておりましたが、オイルショ

ックの影響のあった 1976 年に転機がありまし

た。それは値下げ競争に与せず、新たな価値を

作り製品に盛り込んでいくということでした。

試行錯誤を繰り返すうちに大ヒット商品が誕

生します。それはコーヒーゼリーを入れる器で

した。コーヒーゼリーが初めて日本に登場した
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時、専用に作成したところ空前のヒット商品と

なりました。このことが契機となり製品の用途

や使い勝手を考えたり顧客が求めるデザイン

を追求したりと、ものづくりの面白さに気がつ

くことになりました。いっぽう、この 30 年の

間に日本の伝統産業、その中でも我々のガラス

製品のものづくりは大きく衰退をしました。そ

の理由のひとつは海外との競争です。そこで我

が社固有の価値を見いだす必要がありました。

そのひとつがデザインであり、それを職人が直

接作り出す手法を考えました。また新たな課題

としては厳しさが求められる職人世界の改革

です。それは職人さん達に自由に技術を磨いた

り独自の作品を作ってもらうことで会社とし

ても発展していくという考え方です。職人さん

達が楽しく面白く頑張れる空間作りをしてい

ます。そうして幸せを感じながら作った製品は、

使う人にとっても幸せを感じてもらえるもの

になるのだろうと考えます。また海外への製品

提供を積極的に行っています。そうしてこの作

品がどのようにできるのか興味を持って頂き、

この九十九里に海外から多くの見学者が訪れ

てくれることを期待しています。そんなことが

作り手、使い手そして地域の人達すべての幸せ

に繋がる、そんな企業になればと願っています。 

 

 

12月 21日  

 

会員数     22名 

出席会員数   16名 

メイキャップ    2名 

修正出席率   81.82 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計    4,754円 

 

 

今後の予定 

1月 

25日 通常例会 

 

 2月 

1日 振替休会 

 5日(土)～6日(日) 

    ※ 中止 家族会合同研修旅行 

   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) 

 

コロナウイルス感染第６波拡大を受け、 

本日（1月18日）理事会において、今後

の日程について変更の可能性があります。 

日程の変更にはご注意ください。 


