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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 2 号 通巻第 2851 号 

第 2887 回 例会 

2020 年（令和 2 年）7 月 14 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   

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 

誕生祝 

活動計画発表 

委員会報告 

その他 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

岡本 秀男 会長 

「我らの生業」 

 

野口 雅子 幹事 

みつはし 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

秋葉 芳秀 会員 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 
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会長バッジ・木槌引継ぎ  

岡本秀男新会長  中村隆則前会長  

会長挨拶 

岡本秀男会長 

新年度より会長になりました岡本で

す。会長は今回で２回目ですが前回は55

代会長でした。入会して５年目、経験が浅

くよくわからないまま１年が終わってしま

った感がありました。今回２回目ですが皆

さんの強力なご協力を賜り、野口幹事とと

もに精一杯務めていく所存です。今年度は

ガバナー及びガバナー幹事が共に女性とい

うことで例年にましてきめ細かく運営がな

されるようです。本クラブでも野口さんが

女性幹事であり本部との連携がいっそうス

ムーズになされると信じています。また

RI会長のテーマは「ロータリーは機会の

扉を開く」、地区スローガンは「クラブが

主役となり、奉仕の理念の実践を！」とな

っております。これらを受けて本クラブの

運営をしていきたいと考えています。ここ

数年、本クラブの会員数は20名前後で推

移しています。これは2017年頃17名ま

で減った会員数を25名まで増員すること

を目標に、当時の会長はじめ皆様の努力が

ありここまで回復してきた結果です。現在

2名から入会希望が出ており、今後2年間

で25名の目標を達成したいと考えていま

す。これからは会員の親睦を密にして一層

のご協力をお願いいたします。 

 

幹事報告 

野口雅子幹事 

①6月末に2名の退会があったために以前

お知らせした新年度の委員会構成ですが、

一部変更されました。また昨年度決算です

が7月3日に監査が完了しております。

予算については18名に減員になったため

数字の手直しをして、さきほど理事会で承

認されました。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2886 回 RC 例会の記録 ＜7 月 7 日＞ 
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②現在２名の方から入会希望が出ておりま

す。承認について本クラブ細則 11 条 3 節

に基づき検討ください。異議がある場合は

所定の方法で理事会まで書面での提出をお

願いします。 

③7 月 10 日に地区の会長幹事会が予定さ

れており、岡本会長と共に参加してきます。 

 

謝辞・記念品贈呈 

並木孝治会長エレクト 中村隆則前会長 

就任後 8 月に体調を崩しお休みをい

ただきました。復帰後今度はコロナ関連

で休会が続き会長としての出番が少な

く、小林幹事はじめ会員の皆様にはお世

話になりました。お陰様で無事大役を終

えることができましたことに心から感

謝申し上げます。今月から岡本新会長の

下、新年度が始まりましたが、私も一会

員として支えていく所存です。1年間お

世話になりありがとうございました。 

 

 

米山功労者表彰 

岡本秀男会長    中村隆則会員 

 

奨学金・バッジ授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本秀男会長  ラクマーリ 

 

 

小林信雄ｶｳﾝｾﾗｰ ラクマーリ 
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ラクマーリ 

プロフィール 

氏名 カドカナッゲ ラクマーリ カウシャラヤー 

城西国際大学・国際人文学部・国際交流学科4年 

母国：スリランカ民主社会主義共和国 

この度東金RCの米山奨学生として承認い

ただいたラクマーリです。現在 JIUの4年

生です。卒業論文のテーマとしてコロナウ

イルス対策について研究しようと考えてい

ます。母国スリランカではコロナウイルス

感染者が3000人、死者11人と感染対策が

有効に働いています。この有効な対策や薬

剤などの情報を生かすことで母国と日本の

交流の梯になりたいと考えています。これ

から 1 年間どうぞよろしくお願いします。 

                                                        

委員会報告 

親睦委員会（前嶋里奈委員） 

8月最終回の例会を夜間例会に変更するこ

とについて 

社会奉仕委員会（宇野英雄元委員） 

5月に髙橋会員の千葉学芸高校から浅井病

院へ医療用N95マスク200枚を寄贈して

いただいた件について、ロータリーの実績

としていただきましたのでご報告いたしま 

す。また会館の専務理事をしておりますの 

でコロナ関連での会館使用についてのお願

いがございます。是非励行をお願いしま

す。 

管理運営委員会（髙橋邦夫委員） 

活動計画書について、今年はコロナの影響

で発行が例年より遅れますが準備を進めて

おります。そのため各委員会委員長さんか

らの活動計画の提出を次回例会までのメー

ル等で提出をお願いします。 

 

 

 

7月の予定 

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, 

 

 

7月7日 

出席会員数      13名 

修正出席率      92.86% 

ニコニコBOX     

コインBOX           1,670円 

           

 

 


