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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 

２０20～２０２1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 62 巻 第 1 号 通巻第 2850 号 

第 2886 回 例会 

2020 年（令和 2 年）7 月 7 日 

12:30 点鐘 東金商工会議所４階例会場 
 

 

2020～2021 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

国際ロータリー会長 

     ホルガー・クナーク 

第 2790 地区ガバナー  漆 原 摂 子 

第７グループ 

ガバナー補佐  三 枝   巖 

会長 岡 本 秀 男 

〃      幹事 野 口 雅 子 

 

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   

会長引継(バッジ引継) 

 

開会宣言・点鐘   

歌 

 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

謝辞・記念品贈呈 

前会長挨拶 

奨学金授与 

誕生祝 

委員会報告 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

中村 隆則 前会長  

→岡本 秀男 新会長 

岡本 秀男 会長 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

野口 雅子 幹事 

みつはし 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

 

中村 隆則 前会長 

ラクマーリ 

秋葉 芳秀 会員 

各委員会 

親睦委員会 

管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 
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会長挨拶  

中村隆則会長  

本日は、特別に三宅顧問にもご列席い

ただき今年度最後の例会を開催することと

なりました。会長になってからはあっとい

う間の１年間でした。私は８月４日に体調

を崩し約３ヶ月療養をしていました。復帰

後、今度は３月から今月まで、コロナウイ

ルス感染予防対策の一環としてずっと例会

が休会となり、実質的には正味４ヶ月ぐら

いの会長職でありました。その間には本ク

ラブ創立６０周年記念行事を含めて、小林

幹事はじめ会員の皆さんの絶大な協力をい

ただき１年間を終了できることとなり心か

ら感謝しております。これも何かの縁と考

え、新年度は岡本新会長の下、蓄積された

エネルギーを全開にして、東金ロータリー

クラブの益々の発展を期し、会員共々一丸

となって努力して参りたいと思います。今

後ともどうかよろしくご指導をお願いいた

します。１年間皆様のご協力、本当にあり

がとうございました。 

 

 

幹事報告 

小林清益幹事 

  まずは、三宅顧問から全員へのおみや

げやらご奉仕を賜り心から感謝申し上

げます。それでは最後の幹事報告を申し

上げます。 

①本日６月３０日をもって本ロータリー

クラブを退会される方が２名いらっし

ゃいます。宮原信道会員、長尾邦俊会員

です。加えて城西国際大学の小池会員が

既に退会されており、計３名が残念なが

ら退会となります。宮原さんには本日最

後ということで参加いただいておりま

す。従って７月は１８名の会員数でのス

タートとなります。その後、７月に入っ

てからになろうかと思いますが、２名の

入会予定の方がいらっしゃいます。 

②次年度上期の納入案内をお渡ししまし

た。通常の会費に加えてロータリー財団

特別寄付会員負担分6,000円、米山記念

奨学会特別寄付 2,000 を加えた額の振

込・振替をお願いします。 

③３月に大網 RC２０周年記念式典が予

定されておりました。コロナ関連で中止

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2885 回 RC 夜間移動例会の記録 ＜6 月 30 日＞ 
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になりましたが、大網RCより参加予定

であった会員に記念品が届きました。該

当の方にお渡ししますのでお持ち帰り

ください。 

 

次期会長挨拶 

岡本秀男次期会長 

さきほど中村会長からご挨拶をいた

だきましたが、今年度については、60周

年記念行事が予定される中で台風・大

雨・コロナ関連と想定外の事態が生じ、

加えてご自身が体調を崩され、会長とい

う使命感の中で大変ご苦労をされたと

思います。先ほど幹事から報告のあった

とおり、会員数について大きな増減があ

ります。経済と同様これから厳しい環境

が予想されますが、私が会長を引き継ぐ

にあたり、こんな時ほどロータリー本来

の理念に立ち返り会員相互の親睦とい

うことを最優先に運営をしていきたい

と考えています。ロータリーの仲間でお

互い助け合いながら、また中村前会長に

も引き続きお手伝いいただきながらよ

り良い会にしていきたいと思います。 

次期幹事挨拶 

野口雅子次期幹事 

 幹事の仕事を良く理解しないまま引

き受けましたが、お受けした以上、岡本

会長・小林前幹事のお力を借りながら精

一杯務めていきたいと思います。私事で

すが今は週に二日ほど東京に仕事で出

ています。例会には支障がないつもりで

おりますが皆様には何とぞよろしくお

願いいたします。 

 

懇親会 
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7月の予定 

7日(火)理事会, 第2886回例会,新旧役員引継, 

奨学金授与、誕生祝 

14日(火) 第2887回例会 

21日(火) 祝日休会 

28日(火) 第2888回例会 

8月の予定 

4日(火)理事会, 第2889回例会,奨学金授与、 

誕生祝・結婚祝 

11日(火) 祝日休会 

18日(火) 夏期休会 

25日(火) 第2890回例会 

 

6月30日 

出席会員数      15名 

修正出席率      83.33% 

ニコニコBOX    12,486円 

           


