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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 18 号 通巻第 2867 号 

第 2904 回 例会 

2021 年（令和 3 年）4 月 20 日 

母子の健康月間 
 
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 

入会式 

 

 

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 

飯田 重行 新会員 

原 伸太郎 新会員 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

かくじゅう 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

皆さん、お久しぶりです。全回3月9日の

理事会・例会は私が不在でしたので、小林清

益副会長にお願いをしました。コロナウイル

ス感染拡大防止のため数少ない例会ですの

で、皆さんとお会いするのは約2ヶ月ぶりに

なると思います。コロナウイルス感染状況に

つきましては、首都圏も緊急事態宣言が解除

されましたが、皆さんもご承知のとおり、収

束どころかさらにまた増加傾向が顕著になっ

てきました。私自身、以前はマスクをするこ

とに違和感があり、よほどのことが無い限り

マスクはしなかったのですが、昨年2月頃か

らはやむなく着けるようになり、今では当た

り前のように常時着用するようになりまし

た。RC会員後藤さんは自社製造のの消毒用ア

ルコールを東金市に寄贈されましたが、私の

会社でも後藤さんの会社から同様のものを

18kg缶で購入して使用しています。今では人

が出入りする場所や社員が使用する経路に、

このアルコール消毒剤を散布して回るのが、

私が出社してすぐに行う仕事になりました。

特に後藤さんのアドバイスもあり、手の触れ

る場所だけでなく、通路や足ふきマットなど

床の消毒も念入りに行うようにしています。

また先日孫が自宅に来たときには、家に入る

なりごく自然な動作で手指消毒をしていまし

た。このように今やマスク着用・手指消毒は

社会の日常になってしまいました。 

RCの活動でも、私が昨年7月に会長に就任

してからは年間7回予定されているこの第7

グループの会長・幹事会は次々と中止され、

実際に顔を合わせての会合はいまだに2回し

か実施されていません。さらに今月23日予定

の会も先ほど中止の連絡がありました。今後5

月に新旧合同の会長・幹事会がこの東金地区

で予定されていますが、これも開催されるか

どうかは予断を許さない状況です。このよう

にコロナ以降はかつて経験のない状況がずっ

と続いています。私はRCに入会して11年目

になりますが、こんなに例会が中止になった

ことは初めての経験であり、会長職を拝して

以降、大きな行事に取り組んだ実感のない1

年になっています。残り任期は3ヶ月を切り

ました。今後の行事としては5月9日の地区

大会があります。今回は参加を会長・幹事に

絞った形で規模を縮小して行われますので野

口さんと二人で会を代表して参加してまいり

ます。 

次年度は並木エレクトが会長に就任されま

すが、コロナ感染が多少なりとも軽減され、

主要行事が復活実施されますことをお祈りし

て、本日の私の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2903 回 RC 例会の記録 ＜4 月 6 日＞ 
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幹事報告 

野口雅子幹事 

①宇野英雄様、大西達也様がそれぞれ退

職、異動ということで3月末をもって退会さ

れました。それぞれの役職の後任として飯田

重行様、原伸太郎様が入会を希望されていま

す。細則第11条3節により7日以内の異議が

なければ入会が承認されます。そのまま承認

された場合は、今年度については、宇野元会

員、大西元会員が担当されていた当RC内で

の役割分担をそのまま引き継いでいただこう

ということで、先ほどの理事会で承認されま

した。 

②例年4月に行っている空港南RCとの合

同例会については、今年度コロナウイルス感

染拡大防止のため中止となりました。来年度

の担当幹事は今年度担当であった空港南RC

がそのままスライドすることになっておりま

す。 

③今年度の地区大会は5月9日午後1時か

ら開催されることになりました。各RCの会

場参加は会長・幹事2名のみとなっていま

す。会員の皆様にオンラインで参加いただく

ことになっておりまして、オンライン配信の

詳細はわかり次第事務局から連絡いたしま

す。 

 

④4月25日に次年度地区研修協議会が開催

予定で、並木エレクト、後藤次期幹事、青少

年部会として兵頭会員、米山奨学会担当の髙

橋会員が参加予定です。 

⑤城西国際大学からの連絡ですが、2021年

度のシニアウェルネス大学については中止に

なったとのことです。 

以上です。 

 

誕生日祝い・結婚記念日祝い 

 

 

 

 

 

 

岡本秀男会長  德倉基宏会員  

 

委員会報告 

 

 

 

 

 

 

管理運営委員会 髙橋邦夫委員  

来年度の例会予定表（１次案）を配付しまし

た。現時点で７月13日ガバナー補佐公式訪問、

８月３日ガバナー公式訪問が予定されていま

す。 
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秋葉芳秀次年度ガバナー補佐 

並木孝治エレクト 

 

会員近況報告 

古川秀夫会員 

この3月を持ちまして会社の代表取締役を退

任いたしました。創業から55年、RCに入会し

ておよそ30年が経ちます。若干22歳で社会に

出て右も左もわからない状態で会社を立ち上

げました。それでもこれまでやってこられたの

は、お客様、そして多くの有能な社員に恵まれ

たことは勿論ですが、RC で培い育んだ沢山

の経験や友情が支えになったことは間違い

ありません。今後は相談役として会社に残

りますが、家庭の中でも相談役としてご隠

居さんを決め込むつもりです。ただ、私の

中ではまだまだエネルギーが残っています

ので、それをこれからは趣味や社会貢献に

向けていきたいと考えています。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

4月6日  

出席会員数      13名 

修正出席率      72.22 % 

ニコニコBOX       10,000円    

コインBOX     1,743円 

 

 

今後の予定 

4月 

20日 通常例会（本日） 

27日 祝日週休会 

 

5月 

4日 祝日週休会 

9日(日)地区大会(参加は会長・幹事のみ) 

   一般会員はリモートで参加可能 

11日 振替休会 

18日 理事会、総会、誕生・結婚記念日祝 

25日 通常例会 

※ 今後も変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 


