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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 16 号 通巻第 2890 号 

第 2927 回 例会 

2022 年（令和 4 年）3 月 1 日 

水と衛生月間 
 
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    （3 月） 

※2 月は該当者なし 

結婚記念日祝い (2 月) 

 

 

（3 月） 

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 

後藤陽功会員、今関一男会員 

兵頭英治会員、今井利彦会員 

小林信雄会員、兵頭英治会員 

平山修也会員、小林清益会員 

山村潤一会員、秋葉芳秀会員 

後藤陽功会員 

各委員会 

野口雅子会員 

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 

岡本秀男副会長 

本日は並木会長の代理です。今回は本年初

めての例会となります。改めまして新年明

けましておめでとうございます。昨年秋か

ら暮れにかけコロナの第5波が収まりしば

らく落ち着いていたように見えましたがこ

こに来てオミクロンという新株が流行し、

あっという間に広がってきました。重症化

率は低いものの感染力が非常に強いのが特

徴だそうです。そんな中で昨日我が家に3

回目のワクチン接種券が届き、高齢者から

少しずつ接種が進んでいくようでありま

す。私が会長時の昨年度もそうでしたが、

予想もしないコロナ禍により、今年度も

RCの運営は厳しい対応が求められており

ます。先ほど理事会を開きまして今後の対

応について協議しました。詳細は後ほど幹

事より報告いたします。 

いっぽうで明るい話題としましては、今

月から太平堂の今関さんを新会員としてお

迎えいたしました。昨年卓話をお願いした

ことがきっかけでの入会ですが、当RCと

しても若返りのきっかけにもなり大いに期

待するところ大であります。会員は年齢差

こそあれ、皆平等です。積極的かつ斬新な

意見をご披露いただければ幸いです。ま

た、次年度の会長は德倉さんで決定してお

りますが、次々年度会長候補が決まらず大

きな課題となっていましたが、先ほど菅原

さんが積極的に手を挙げていただいたので

決定いたしました。今後、年毎に会長が若

返り、運営にも新たな展開が見込め期待が

膨らみます。そんな明るい話題をもって私

の本日の挨拶といたします。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

理事会報告 

1号議案－今後の運営について 

コロナウイルス蔓延防止重点措置が今後発令

されますが、当面この発令中は原則として例会

を中止することとなりました。具体的には次回

25日は臨時休会、2月についても発令中は臨時

休会、その後の予定については会長・幹事で相

談の上メールや郵便で連絡いたします。 

2号議案－研修旅行について 

 既にご案内のとおりコロナの影響により延

期となりました。新たな実施期日は未定ですが、

今期中に実施できればと考えております。 

3号議案－次々年度会長について 

さきほど岡本副会長からお話があったとお

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2926 回 RC 例会の記録 ＜1 月 18 日＞ 
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り次々年度会長については菅原裕輔さんに引き

受けていただきました。  

4号議案－会員基盤向上プログラムについて 

 第5・6・7グループ合同の企画として3月11

日（金）に勝浦のホテルブルーベリーヒルズ勝

浦で実施いたします。当日は14時点鐘、16時

半閉会の予定で、当クラブとしてはバスにて移

動する予定です。 

その他として、2 月実施予定の会長幹事会は

中止。また昨年度当クラブ奨学生のラクマーリ

さんが佐倉市ユーカリヶ丘の社会福祉法人に

就職したとの報告が来ております。また五十嵐

会員の父上がお亡くなりになりました。謹んで

ご冥福を申し上げます。 

 

誕生日祝い 

飯田重行会員 髙山洋平会員 岡本秀男副会長 

 

結婚記念日祝い 

 

 

 

 

 

 

古川秀夫会員  岡本秀男副会長 

ポールハリスフェロー認証 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅原裕輔会員    岡本秀男副会長 

 

会員卓話 

前嶋里奈会員 

フランス割烹 和牛ステーキ 竹田屋 

私と同級生だったオーナーがフランス・リヨ

ン等で修行を重ね、1993 年 4 月、千葉県産野

菜・米・千倉漁港からのアワビや伊勢海老など

鮮度に拘った食材を、確かな腕で心を込めて地

元に提供したいとの思いで開業しました。その

後1996年7月にO157による食中毒、2000年

9月にBSE問題が発生するなど食の安全・安心

が問われる事態にも遭遇しましたが、誠意を持

って真摯に取り組んだ結果、お客様方の信頼が

増大し徐々に経営が軌道に乗りました。その後、

2004 年 4 月の千葉店開業はオーナーのチャレ

ンジ精神のあらわれであり、2013 年 4 月の茂
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原店は、共に努力していたオーナーの弟がのれ

ん分け、独立しての開業でした。さらに2020年

2 月には修行を積んでいた長男の店として海浜

幕張店を開業しました。この店の開業は、国内

でのコロナウイルス感染が拡大していく時期

と重なることとなり不安がいっぱいの船出と

なりました。その後繰り返し発出された緊急事

態宣言や蔓延防止重点措置により飲食店の運

営は困難を極めていますが、オーナーシェフの

「絶対に竈の火は絶やさない」の決意のもと、

竹田屋全店は一度も休業せずにここまで営業

を続けています。確かに売上は厳しい時期もあ

りましたが、テイクアウトメニューの工夫やお

客様の熱烈な応援に支えられ、社員一同一丸と

なってこの困難に立ち向かっています。 

番外編 

このように竹田屋を経営していく中で地元

東金を益々発展させ、繁栄させたいとの思いが

大きくなり市会議員として直接政治に取り組

みました。市長選にもチャレンジをしました。

それから4年が経過しますが、その間、肉親と

の別れやコロナとの戦いそして皆様とのお付

き合いを通じて得た苦難や経験、そして喜びは

今後の人生において大きな財産となると信じ

ています。今は政治からは離れていますが、竹

田屋という経済活動、そしてこのロータリー活

動を通して少しでも東金のため社会のために

役だっていければと考えています。 

（伊集院静のことばより）一部抜粋 

登り坂と下り坂なら上り坂に立とう。追い風

と向かい風なら向かい風に立とう。苦しい中に

立っていないと他人の気持ちは分からないし、

自分の至らなさにも気づかない。辛さや苦しみ

の中にこそ真の価値がある。 

 

 

1月18日  

 

会員数     23名 

出席会員数   17名 

メイキャップ    1名 

修正出席率   81.82 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計    4,305円 

 

 

今後の予定 

3月 

8日 振替休会(会員基盤向上プロ) 

11日 会員基盤向上プログラム 

(金) ホテルブルーベリーヒルズ勝浦 

      （14時点鐘） 

15日  通常例会 

22日 祝日週休会(春分の日) 

29日 年度末休会(定款休会) 

 

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。 


