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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 11 号 通巻第 2860 号 

第 2897 回 例会 

2020 年（令和 2 年）11 月 17 日 

ロータリー財団月間 
 
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   

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生祝 

結婚記念日祝 

総会 

委員会報告 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

お食事(持ち帰り弁当) 

 

岡本 秀男 会長 

手に手つないで 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

髙橋邦夫・古川秀夫 

髙橋邦夫・鈴木康道 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

竹田屋 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日は漆原ガバナーを迎えて、東金ビ

ューRCとのガバナー公式訪問合同例会で

す。例年ですと例会のあとクラブ協議会と

いう企画があるのですが、コロナ禍でもあ

り、今回はこの例会の時間の中で完結した

いと思います。ガバナーは今年が特別な年

になり大変ご苦労が多いことと思いますが

そんな中でも既に約８割のRC訪問を終え

られているとのことです。このあとの卓話

の中でガバナーのお考えや方針を聞かせて

いただけるとのことで、私自身大変楽しみ

にしております。東金ビューRCの会員様

を含め本日ここに集まりましたRC会員全

員がこれから充実した時間を過ごせること

を期待して、簡単ですが挨拶に代えたいと

思います。 

 

 

 

 

 

前嶋康夫会長 

 本日は東金RCとの合同例会ということ

で久々にこの会場に参りました。目の前に

は懐かしい大先輩方が多く並ばれており、

20年前を思い出して身が引き締まる思い

です。コロナの影響でビューRCでは例会

が毎回とはいかない状況が続いておりま

す。新しい時代には新しい様式を、と申し

ますがそこにはまた新しいことが起こるの

だなということを痛感しております。この

あとガバナーの貴重なお話しを伺えること

を私も楽しみしております。 

 

幹事報告 

山岡利匡幹事 

野口雅子幹事 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2896 回 RC 合同例会の記録 ＜11 月 12 日＞ 
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①地区委員会推薦の案内が来ております。

締切が迫っておりますので、推薦がある方

は至急推薦をお願いします。 

②11月の例会予定は前回お伝えしたよう

に一部変更となっております。その関係で

次回17日例会の前に理事会を予定してお

りますので、理事の皆さん11時半にお集

まりください。 

③ 来年度国際大会が台北で行われます。その

時の千葉ナイトの案内が来ております。参加

予定の方はご連絡ください。 

④ブラッシュアップセミナーの案内が来て

おりますので小林信雄会員は出席をお願い

いたします。 

⑤11月28日開催の米山記念奨学会学友会

の案内がきております。締切は11月20

日になっておりますので、参加いただける

方はご連絡ください。 

⑥毎年12月に行っております東金クリー

ン奉仕作戦ですが、今年はコロナの影響で

中止となりました。 

 

奨学金授与 

   岡本 秀男会長  ラクマーリ 

ガバナー卓話 

漆原 摂子ガバナー 

先ほど東金RC、東金ビューRCの役員の

方々と懇談会をさせていただきました。そ

れぞれこのコロナ禍においても工夫をこら

してロータリーの理念に基づき積極的に活

動をされていることをお聞きし私自身も沢

山学ばせていただきました。以下卓話概要 

1. RI理事会 今年度強調事項 

①新型コロナパンデミックに対する奉仕活

動への取り組み。 

②会員維持に努める。 

③オンラインミーティングに馴染もう。 

＊７つ目の重点分野 「環境の保全」 

（2021年7月1日より実施） 

2.国際ロータリーのテーマ 

Rotary Opens Opportunities 

ロータリーは機会の扉を開く 

＊厳しい状況下だからこそ、今までになか

った機会の扉にチャレンジ、ロータリーに

おいては変革のときであり、未来に備えら

れるように。 

＊扉の向こうの様々な機会・チャンスを求

めて、個人でもクラブ単位でも、そのよう
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な扉をどんどん開いてゆきましょう。 

3.クナーク会長からの公式訪問でのメッセ

ージ（2020年1月発表） 

①新しい革新的なクラブモデルを作りまし

ょう。 

②すべてのクラブは戦略計画を持ちましょ

う。 

③新会員を慎重に選びましょう。 

④10 月の世界ポリオデーに合わせたイベ

ントを。 

4.地区活動方針 

 地区スローガン 「クラブが主役となり、

奉仕の理念の実践を！」 

 RIの4つの行動計画「より大きなインパ

クトを与える」「参加者の基盤を広げる」          

「参加者の積極的なかかわりを促す」「適応

力を高める」 

5. 不変の基本理念 

①ロータリーの目的 

②4つのテスト 

③5大奉仕部門   

④5 つの中核的価値観（奉仕・親睦・高潔

性・多様性・リーダーシップ） 

 ロータリーのビジョン声明 「私たちは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の

中で、持続可能なよい変化を生むために、

人びとが手をとりあって行動する世界を

目指します。」 

 

まずは自分自身を大切に、そして 

改めてあらゆる場面で役立つような 

人間に。 

三枝 巖ガバナー補佐 久我 守正地区副幹事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11・12月今後の予定 

11月 

24日 祝日週休会 

 

12月 

 1日 理事会、総会、誕生・結婚記念日祝 

   奨学金授与 

 8日 通常例会 

15日 臨時休会 

22日 通常例会 

29日 年末休会 

※ 12月の予定が前回週報記載から変更に 

なっていますのでご注意ください。 

11月12日 

出席会員数      17名 

修正出席率      85.00 % 

ニコニコBOX        2560円 

コインBOX     1,000円 

 


