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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 20 号 通巻第 2894 号 

第 2933 回 例会 

2022 年（令和 4 年）5 月 10 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  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（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 

 

該当なし 

菅原裕輔会員、今関一男会員 

各委員会 

平山修也会員 

 

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 

先週は会長として忙しい1週間でした。

火曜日には八日市場RC60周年記念例会で

した。向こうの例会も火曜日で交流が難し

かったのですが、今回はこちらが振替休会

だったので参加できました。木曜日は成田

空港南RCの合同移動例会で多くの参加を

いただきました。昼間はゴルフの懇親会が

あり、後藤幹事が優勝し、夜の例会後の懇

親会は2次会まで盛り上がりました。明日

20日は当RCの懇親ゴルフがあり、5月に

は八日市場RCのゴルフコンペと次々予定

され以前のような活況が戻ってきたかのよ

うです。このままコロナが落ち着いて活動

が活発化することを期待しています。 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

１ 千葉銀東金支店長の異動に伴い、原前会員

に代わって髙瀬新会員が入会されます。引き続

き会計を担当していいただきます。 

２ 「トンガ王国海底火山噴火による災害支援」

および「ウクライナ支援」の寄付については本

日最終ですのでご協力をお願いします。なお、

当クラブとしてはそれぞれ 10 万円ずつの寄付

を行う予定です。 

３ 八日市場 RC の創立 60 周年記念例会につ

いては当RCから並木会長が参加し、同時に祝

電を送ります。また5月12日(木)の記念ゴルフ

には当ＲＣから一組参加予定です。 

４ 5月28日(土)実施の米山記念館への日帰り

研修旅行ですが、帰着後そのまま夜間移動例会

を予定しております。夜間例会のみの参加もで

きますのでどちらも奮ってご参加ください。 

５ 5 月の例会予定ですが次回は 10 日で理事

会があります。17日は通常例会、24日は28日

（土）を夜間移動例会とするために振替休会と

します。その後31日は通常例会です。 

 

入会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙瀬新会員    並木会長    

 

 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2932 回 RC 例会の記録 ＜4 月 19 日＞ 
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髙瀬新会員 

 初めまして、よろしくお願いいたします。千

葉銀行は今年 10 月から東金エリア営業部とし

て成東支店・九十九里支店を統廃合する予定で

す。そのためよりいっそう地域密着で皆様とお

付き合いをさせていただくつもりです。幼少期

から大学までずっと野球をしてきまして、銀行

に入ってからも続けておりました。今は支店長

をしていますが、運動系出身者としてどこまで

やれるか、チャレンジをしておりますので、今

後ともよろしくお付き合いをお願いいたしま

す。 

 

卓話  

紹介 岡本会員 

高校野球について 

濱井 清之（事務局） 

私が会長を務めていた平成 25 年当時、加盟

校は全国で4048校167088名、関東地区は1都

７県で 1081 校（全国の 1/4 強の加盟校）であ

ったが、令和３年には 3890 校 134282 名に減

少。県内でも統合チームが増加している。私は

関東と千葉県の会長を務めたが、全国組織の運

営やルール作りは日本高野連が行っている。県

高野連は主に各種大会の企画運営、加盟校の競

技力向上・障害防止・社会貢献等を目的とした

指導や講習会の運営、更に審判や指導者向けの

講習会や小中学生に向けた野球の振興策まで

多岐にわたっての業務を行っている。 

そんな中で、私が在職時には①事務局の購入

移転②財団法人から一般財団法人への移行業

務③県選抜チームによる海外遠征という本来

なら数十年に一度という稀な取組に遭遇した。

中でも県選抜チームによる海外遠征は当連盟

にとって 44 年ぶりの実施ということで企画か

ら準備、実際の遠征から帰国まで困難を極めた

がそれだけにやり甲斐があり思い出の多い取

組となった。実力だけでなく将来の指導者候補

であり地域や公私のバランスに配慮した選手

選抜はじめ、千葉県を代表して全国的に名を響

かせている監督コーチの依頼、さらに野球だけ

ではない日米親善や異文化体験にまで配慮し

た行程の策定などこれまでの教員生活の経験

のすべてを活かした企画であった。現地では日

本プロ野球出身のメジャーリーガーや名選手

との出会いもあり千葉県高野連としては想定

を超えた成果を持ち帰ることができた。 

その他でも関東地区高野連会長として、平成

25 年には関東地区加盟校である浦和学院が春

選抜で、前橋育英が夏の選手権で全国制覇する

という快挙を成し遂げ、会長として甲子園決勝

戦で優勝を体験するという高校野球人として

はこの上ない体験をすることができた。 
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濱井事務局 

高校野球の指導者としてだけでなく早朝野

球などの経験をしているが、一線を退いてから

は還暦野球に打ち込んでいる。昨年は千葉県一

部リーグで並み居る強豪チームを奇跡的に打

ち破り優勝、この秋には全国大会に出場するこ

とになっている。実際には怪我との戦いである

が、少しでも選手寿命を維持して、少しでも長

く野球競技を楽しみたいと考えている。 

始球式 

元オリックス、エンジェルス他長谷川滋利さんと 

     元近鉄、パドレス他大塚晶文さんと 

 

今後の予定 

5月 

17日 通常例会 

24日 振替休会(28日分) 

28日 米山記念館日帰り研修旅行 

(土)  夜間移動例会 

31日 通常例会 

 

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。 

4月19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      7,928円 


