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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 

２０１９～２０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 61 巻第 18 号 通巻第 2849 号 

第 2885 回 移動例会 

2020 年（令和 2 年）６月 30 日 

ロータリー親睦活動月間 

18:00 点鐘 竹田屋会議場 

 

2019～2020 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

国際ロータリー会長 

     マーク・ダニエル・マローニー 

第 2790 地区ガバナー  諸 岡 靖 彦 

第７グループ 

ガバナー補佐  堤   正 広 

会長 中 村 隆 則 

〃      幹事 小 林 清 益 

 

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  新旧役員交代移動例会 

開会宣言・点鐘   

歌 

 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

閉会宣言・点鐘 

 

懇親会 

開会・乾杯 

ニコニコ BOX 発表 

閉会 

中村隆則会長 

「君が代」 

「我らの生業」 

小林清益幹事 

中村隆則会長 

小林清益幹事 

各委員会 

中村隆則会長 
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会長挨拶  

秋葉芳秀副会長  

中村会長不在のため、代わってご挨拶いた

します。私は今年に入り仕事が多忙を極めロ

ータリー優先でおりますがそれでも欠席がち

でしたが本日は何とか参加できました。また

さきほど安藤さんから皆さんにヨーグルトの

差し入れをいただきありがとうございまし

た。因みに私は丑年生まれで不思議と酪農家

とか牛関係の仕事が入ることが多いです。地

域で言えば袖ケ浦から房州、夷隅、旭、成田

とほぼ千葉県全体を網羅しています。その酪

農の顧客ですが、昨年秋の台風では停電が続

き、牛の乳は搾れない、やっと搾った牛乳は

冷蔵庫がないので保存できない、数少ない牛

乳は道路が遮断して配送できないなど大変な

被害が生じました。今年に入りやっと立ち直

ってきた矢先に、今回のコロナウイルス感染

問題で、現在は学校休校による給食停止で牛

乳が大量に余り、廃棄を余儀なくされていま

す。自然相手の農業は本当に大変だと思いま

す。また、ここの１階では確定申告受付をし

ていますが今回のことで１ヶ月延長になり、

大変助かりました。今年の申告では昨年の災

害被害の損金が計上されますが、災害の時は

その損金は特別に見積もりだけ計上できる災

害損失特別勘定という優遇措置があります。

今回のコロナでも今後、飲食業､観光、宿泊な

ど大きな影響が生じると思います。これから

益々中小企業の方は大変だと思われますが、

何とか乗り切って行くしかないと思います。

できるだけ早期の収束を願いますが不透明な

ところが大きいです。経済を回すには消費を

増やすことですが、皆さんもできるだけお金

を使うようにいたしましょう。 

 

幹事報告 

小林清益幹事 

 本日の理事会報告 

①災害義捐金使途検討委員会設置について 

 宇野社会奉仕委員長、小林幹事が担当 

②定款,細則,諸規定,会費見直しについて 

 次年度も現行を維持する 

③クラブの長期的ビジョンと戦略計画の策

定について 

 次回理事会への継続審議となる 

④第７グループ運営費について 

 各 RC の会員数格差が大きく次年度に向

け検討する 

⑤新型コロナウイルス感染予防策に伴う今

後の運営について 

今後の３月例会は中止とする。４月の空 

港南との合同例会は現時点で延期とする 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2884 回 RC 例会の記録 ＜3 月 3 日＞ 
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併せて３月 17 日予定の第 7 グループ IM

の中止及び大網 RC20 周年記念式典中止

が決定 

⑥訃報連絡 

2005-06 年度 2790 地区の山中元ガバナー

が2/22逝去(船橋南RC) 

 ⑦その他各種講演等の企画あり。希望者 

は幹事まで 

 

 

結婚記念日 

     秋葉芳秀副会長   後藤陽功会員 

安藤昇一会員    宇野英雄会員 

 

 

誕生日 

秋葉芳秀副会長 後藤陽功会員 

 

会長エレクト研修セミナー報告 

 

岡本秀男会長エレクト 

さる２月 2３日(日)午後に千葉市のＴＫ

Ｐガーデンシティ千葉において会長エレク

トセミナーが開催され参加してきました。 

 コロナウイルス感染予防対策として参加

者はすべてマスク着用でした。次回開催は

３月２２日を予定していますが今後の様子

によっては難しいところです。セミナーで

すが前半は全体会として始まりましたが、

次年度ガバナーは漆原さんという女性です。

併せて幹事も女性であり、我が東金ロータ

リークラブにおいても次年度は野口さんに

幹事を引き受けていただきました。その他

の委員長にも女性が多く、いよいよ女性活

躍が定着してきた感がありました。後半は

ランダムにグループに分かれ各課題につい

て議論を交わしました。私のグループには

成田、船橋、八千代の会員数の多いRCが

参加しておりましたがそれぞれの課題に対

して活気ある意見交換をすることができま

した。今回の研修を受講し、私は次年度に

向けて方向性を示しながらより良いクラブ

運営を目指して行きたいと思いをさらに強

くいたしました。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 
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奨学生紹介 

6月2日理事会に４月からの新奨学生ラクマー 

リさんが来場し挨拶されました。１年間よろ 

しくお願いしますとのことでした。 

中村隆則会長  ラクマーリさん 

１ 氏名：KADUKANNAGE LAKMALI 

KAUSHALYA 

カドカナッゲ ラクマーリ カウシャラヤー 

通称 ラクマーリ 

２ 所属学部・学科： 

城西国際大学国際人文学部・国際交流学科 

３ 母国：スリランカ民主社会主義共和国 

４ 研究テーマ：現在検討中 

 

3月以降の経過 

10日(火)例会,クラブ協議会 休止 

17日(火)IM  休止 

24日(火)例会 休止 

31日(火)定款休会 

 

 4月 

 9日(木)空港南RC合同移動例会 休止 

14日(火) 例会 休止 

21日(火) 例会 休止 

28日(火)祝日休会 

29日(水)地区研修協議会 休止 

 

 5月 

 5日(火) 祝日休会 

12日(火)例会 休止 

19日(火)例会 休止 

26日(火)例会 休止 

 

  6月 

 2日(火)例会 休止 （理事会のみ実施） 

9日(火)例会 休止 

16日(火)例会 休止  

23日(火)例会 休止 

30日(火)第2885回夜間移動例会 新旧役員交代 

 

7月以降の予定 

7日(火)理事会, 第2886回例会,新旧役員引継, 

誕生・結婚祝 

14日(火) 第2887回例会 

21日(火) 祝日休会 

28日(火) 第2888回例会 

 

 

3月3日 

出席会員数      14名 

修正出席率      82.35% 

ニコニコBOX    26,000円 

宇野会員、後藤会員、髙橋会員、 

安藤会員 

             

コインBOX            2,218円 

 


