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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 23 号 通巻第 2897 号 

第 2936 回 例会 

2022 年（令和 4 年）6 月 7 日 

ロータリー親睦活動月間 
 
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 

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 

岡本秀男会員、菅原裕輔会員、

髙瀬勝会員、小林信雄会員、 

濱井清之事務局 

前嶋里奈会員 

各委員会 

冨 一美 様 

（成田空港南 RC） 

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 

本日参加者は前回より多く、早くこの席

が満杯になることを期待したいです。 

さて、先週金曜日に会長幹事会がありま

した。今回は次年度役員も参加と言うこと

で、当クラブからは私と後藤幹事に加え、

德倉次期会長、兵頭次期幹事に秋葉ガバナ

ー補佐の5人で参加しました。ここまで来

ると今年度の役割はほぼ終了の感がありま

す。報告ですが髙山会員の御祖母様が先週

お亡くなりになり葬儀等既に終えたそうで

す。また後藤幹事が米山功労、秋葉会員が

ベネファクターの寄付を完了されました。 

今月28日の米山記念館研修旅行が近づい

てきました。これを機に定期的に訪問でき

るといいかなと考えています。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

後藤陽功幹事 

１ 風間大介さんの入会に関してですが、規

定の期間を過ぎまして特に異議はなく入会が

承認されました。7 月新年度からの入会となり

ます。 

２ 28日の研修旅行ですが朝8時出発です。そ

の後の夜間移動例会ですが 19 時点鐘、竹田屋

で予定しております。 

３ 6 月の例会予定ですが、7 日は例会前に新

旧合同の理事会を行います。14 日は通常例会

ですが今年度各委員会の活動報告を予定して

おります。21 日も同様で活動報告です。28 日

は年度最終例会ですので役員交代、夜間移動

例会となります。会場については未定ですの

で決定次第ご案内いたします。 

４ 来年度各委員長さんには活動計画書の提

出をお願いいたします。期限は6月中です。 

その他 

 本日の会員卓話は髙山会員の予定でしたが、

先ほどの会長の話の通り御祖母様がお亡くな

りになった関係で本日はお休みとなっていま

す。そこで急遽、小林清益会員に当クラブの

歴史を中心に卓話をお願いしました。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2934 回 RC 例会の記録 ＜5 月 17 日＞ 
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卓話  

  小林清益会員 

本日卓話を担当することになりました。担

当の岡本さんからロータリーの歴史や当クラ

ブの創設時の事について話題にして欲しいと

いう依頼がありました。本日は髙山会員の御

祖母様がお亡くなりになった関係でお休みと

なり、急遽、私がお話をいたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

当クラブの創立は1959年9月15日、RIの承

認を得たのが10月17日、認証状伝達式が翌年

3月26日となっています。当時の創立メンバー

には私の父親と妻の父親である義父が含まれ

ておりました。当時県内各地に商工会議所が

でき始め、東金にも商工会議所をという機運

が高まるなか、そのためにRCを立ち上げるの

が得策ということで、茂原RCがスポンサーク

ラブとなり当クラブが設立されました。また

初代会長は能勢剛さんであり多田屋の総帥で

東金町長も務めた方でした。その2年後に当ク

ラブがスポンサーになり八日市場RCが創立、

さらにそこがスポンサーになり横芝（現空港

南）RC が創立されました。従って、毎年合同

例会を行っている空港南RCは当クラブの孫ク

ラブにあたります。 

また当クラブでは2000年に創立40周年記念

事業の一環として、東金ビューRC を創ってお

ります。その時尽力されたのが南部裕さん、

高橋美光さん、そして前嶋康夫さんでした。

因みに当時の当クラブ会長は私でありました。

その前後の頃の当クラブの大きな話題は 1991-

92 に南部さんがガバナーに就任したことです。

その関係で 92 年の地区大会を東金文化会館で

行いました。東金大会は何としても参加者で

前年大会を上回ろうという目標を立て、銚子

を皮切りに県内全クラブを訪問し参加者を募

りました。その結果、登録は 2300 人を超え、

前年を超えました。その頃が会員数のピーク

で最大は73人近くにまでなりました。 

 これまで多くの事業を手がけてきましたが、

その中でも印象に残っているのは交換留学生

です。1972 年から 1988 年まで続きました。こ

の間来日14名、派遣15名という実績を残して

います。その他外国からきた留学生の援助を

する米山奨学生、日本から海外へ派遣するロ

ータリー財団留学生にも協力しています。 

 また当クラブには「夫人の会」があり、他

クラブでは松戸RCくらいしかありません。内

容は夫人の会独自の活動あり、会員との合同

の活動ありと、かなり積極的な活動を行って

おります。他には東金商業高校の中にインタ

ーアクトを創り高校生が中心となった活動の

支援、短期の韓国留学の実施、清掃ボランテ

ィアなどを行いました。このように地域の青

少年支援事業も数多く実施しました。会員の

活動としては積極的に各地域と連動した移動

例会の実施、また個人で他クラブの例会に参

加するメイクアップの推奨などをおこないま

した。最後にニコニコ BOX ですが、これは嬉

しいことがあったときにニコニコしながら皆

と喜びを分かち合うという意味ですので皆さ

んも積極的にご利用ください。 
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今後の予定 

6月 

14日 通常例会、委員会報告 

21日 通常例会、委員会報告 

28日 夜間移動例会、役員交代 

   点鐘・場所未定 

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。 

5月17日  

 

会員数     23名 

出席会員数   18名 

メイキャップ     3名 

修正出席率    81.82 %     

ニコニコBOX 

コインBOX    

合計      17,788円 

第 2935 回 研修旅行及び夜間移動例会の記録 ＜5 月 28 日＞ 


