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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 3 号 通巻第 2852 号 

第 2888 回 例会 

2020 年（令和 2 年）8 月 4 日 

会員増強・新クラブ結成推進月間 
 
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 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

入会式 

 

誕生祝 

奨学金授与 

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 

「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 

兵頭 英治 新会員 

土肥美木子 新会員 

並木 孝治 会員 

ラクマーリ 

 

 

 

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 

岡本秀男会長 

本日例会前に臨時理事会を開催いたし

ました。議事の内容については後ほど幹事

から具体的な報告があると思いますが、主

な内容は先日行われた第７グループ会長幹

事会における情報交換についてです。コロ

ナ肺炎感染防止のため各クラブでは工夫を

凝らしていますが基本的には例会数を減じ

ています。これらを受けて理事会では例会

実施について見直しました。特に８月２５

日は前回の例会で夜間移動例会としました

が、昨今の状況を鑑み通常例会としまし

た。９月以降については今後の様子を見た

上で再度判断することとしました。いっぽ

うで会員増強の方針は今後も継続して取り

組む課題であり双方を考慮しながら慎重に

判断していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

野口雅子幹事 

①兵頭英治様、土肥美木子様から入会願が

提出されておりました。公示後１週間が経

過し、会員からは反対意見がなく入会が決

定しました。お二人には8月4日の例会

から参加いただきます。 

②7 月 10 日に第７グループ会長幹事会が

ありグループ内の情報交換がありました。 

③9月17日予定の情報交換会は中止。ビュ

ーRC新年合同例会は 1月 12(火)、ビュー

RC 記念例会は 2 月 4 日(木)、IM は 3 月

11日(水)の予定です。また、地区大会は10

月18日から5月10日(月)に変更になって

います。 

④第７グループ地区負担金は４万５千円

円から４万に減額となりました。 

⑤ガバナー補佐上期訪問日は 10 月 27 日。

⑥今後の例会日程について 7 月 28 日は休

会。8月25日は夜間移動例会から通常例会

に変更。9月 15日の記念例会については、

今年度はこの例会場で通常例会の時間帯

に実施、ゲストは呼ばず内輪で行うことに

なりました。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2887 回 RC 例会の記録 ＜7 月 14 日＞ 

https://www.irasutoya.com/2020/05/blog-post_26.html


============== ========Togane Rotary Club  2020-21 ===================== 

 

 

Page 3 

誕生祝い 

岡本秀男会長 秋葉芳秀会員 

 

ベネファクター承認 

岡本秀男会長    秋葉芳秀会員 

 

ゲスト紹介 

        秋葉芳秀会員 

 2017-18年度、千葉大学在学中に１年間本

クラブの米山奨学生であったナレット君が

帰国することになり挨拶に来てくれました。

彼との縁により昨年に中村さん、小林信さ

ん、野口さんと共にカンボジアを訪れ小学

校への援助を行いました。その際ナレット

君のお兄さんの結婚式に参加して貴重な体

験もできました。帰国後も連絡は取れます

のでこの縁を大切にして両国のために貢献

してくれることと信じています。 

 

 

    ナレット 

2017-18 年度に米山奨学生としてお世話

になりましたナレットです。このたびカン

ボジアに帰国することになりました。私は

今年３月に千葉大学工学部を卒業し横浜の

設計事務所で働いていました。しかし、生

活習慣の違いやコロナウイルスの影響でイ

レギュラーなことが多く、思い切って帰国

することにしました。帰国後は日本で学ん

だことや経験をいかしてカンボジア発展の

ために全力で貢献したいと考えています。

本当にお世話になりありがとうございまし

た。 
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各会員より 

髙橋邦夫会員 

千葉学芸高校では全国一斉臨時休校の措

置から１週間後にオンライン授業を開始し

ました。授業日数３５日分の休校期間があ

りましたが、そのうち６日間登校日、２３

日間をオンライン授業で補いました。従っ

て実質６日間の休校で済みました。速やか

に対応したこと、機材が整っていたこと、

職員にスキルがあったことなど日頃からの

備えが功を奏したことになりました。 

古川秀夫会員 

                                               

私が入会した頃は会員が70名近くい 

て、東金商工会の重鎮が在籍しており、会 

員になれたことを誇りに思いました。 

現在はビューRC ができ、本クラブも新

会員を入れて 20 名といったところです

が、もっと若い世代の会員を増強する必

要があります。これからのRC は若い力

と女性の力が必須となります。そのため

に先輩のベテラン会員の皆さんには経験

とロータリアンの精神を引き継ぐべくご

尽力いただいています。同様に私達中堅、

そして新人とそれぞれの立場でRC の活

動を活性化させていく姿勢が求められて

います。協力しながらRC を盛り上げて

いきましょう。 

 

コロナウイルス感染防止対策 

１ 「密閉・密集・密接」の3 密を避ける。 

２ 座席の間隔や他人との適切な距離(１～２ｍ)を

確保する。 

３ 来場前に検温をし、発熱・せきなど体調不良の

時は参加をしない。 

４ 来場の際は必ずマスク着用。例会場では出入り

の際に消毒を徹底する。 

8月今後の予定 

11日(火) 祝日休会 

18日(火) 夏期休会 

25日(火) 第2889回例会 

 

 

 

 

7月14日 

出席会員数      16名 

修正出席率      100 % 

ニコニコBOX    2,000円 

コインBOX          2,359円 

           


