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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 
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第 62 巻 第 21 号 通巻第 2870 号 

第 2907 回 例会 

2021 年（令和 3 年）6 月 1 日 

ロータリー親睦活動月間 
 
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 

誕生日祝 

 

結婚記念日祝 

卓話 

 

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 

君が代 

奉仕の理想 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

岡本秀男会員、菅原裕輔会員、 

小林信雄会員、濱井清之事務局 

該当なし 

飯田重行 会員 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

みつはし 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

今週は先週に続き久しぶりに2週続けての

例会となります。今週で5月が終わり、いよ

いよ私の会長任期があと1ヶ月となります。

ここまでを振り返ってみますと、コロナウイ

ルス感染拡大を受けて、この1年は例会開催

が予定通りに進まず、例年ですと多くの方に

卓話をいただくのですが、この間はその卓話

がなかなか企画できませんでした。そこで任

期の終盤になってからは会員卓話を中心にお

願いしているところです。幸いにもこの１～

２年でたくさんの新入会員をお迎えしており

ますので、先週も兵頭会員に卓話をお願いし

たように、その新入会員に新鮮な話題を提供

していただけたら盛り上がるのではないかと

期待しております。そんなことで本日は千葉

銀行東金支店長の原伸太郎会員に卓話をお願

いしました。次回例会は引き続き飯田会員に

お願いしようと考えております。 

さて、先週21日に東金の蓬莱閣にてこの第

7グループの会長幹事会をおこないました。昨

年来、コロナ禍において中止されることが多

かった会長幹事会でしたので、いつも以上に

神経を使いましたが、幸いにも全8クラブか

ら総勢31名の参加をいただき無事に開催する

ことができました。その時の話題で、三枝ガ

バナー補佐からは、コロナ禍の1年で会長幹

事は3回しか実施できなかった、さらに地区

編成やガバナー補佐選考についての混乱が生

じ、このグループから出ている漆原ガバナー

が間に入って苦労されたとガバナーに同情す

るような話がありました。またこれらの課題

は今後２年程度かけて解決していくことで、

落とし所を見つけたということでありまし

た。その後は旧年度新年度に分かれ、各RC

からそれぞれ報告がありました。当クラブか

らは髙橋会員の藍綬褒章受章及び千葉学芸高

校野球部の県大会優勝のことなど明るい話題

を報告いたしました。 

余談ですがコロナウイルス感染拡大を受け

て経済に大きな影響が出ていますが、次のよ

うな記事が新聞に掲載されていました。それ

はコンビニエンスストア業界のことですが、

コロナの影響で売上が大きく減少したところ

と逆に大きく伸ばしたところがあるというこ

とです。具体的に伸ばしたのは意外にも北海

道の岩見にあるローカルなお店で、これは巣

籠もり需要が功を奏したとのことです。いっ

ぽう大きく減少したのは都会にある銀座の店

ということで、こちらはテレワーク等の在宅

勤務が主流となり人流が減ったことが原因だ

ということです。このようにコロナの影響で

世の中の動きがそれまでとは大きく変わって

きていることの証左のように思います。結び

に私の任期はあと1ヶ月となりましたが、6月

はすべての週で例会を実施予定です。会員卓

話や年度末の委員会報告を中心に大いに盛り

上げていきたいと考えておりますので最後ま

でご協力をお願いします。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2906 回 RC 例会の記録 ＜5 月 25 日＞ 
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幹事報告 

 
野口雅子幹事 

①次回6月1日の例会は第１例会ですので

理事会を予定しております。またその理事会

は年度末になってきますので、次年度理事予

定の方を加えて新旧理事合同の会議とします

ので該当の方は予定をお願いします。。 

②先ほど会長からもお話がありましたが、

21日に第7グループの会長幹事会をおこない

ました。その時に話題になりましたガバナー

補佐の分担金ですが、次年度から第7グルー

プからではなく地区から補助されることにな

りました。従って第7グループの分担金が変

更になります。 

③5月9日の地区大会のお礼状が届いており

ます。 

④本日午後1時か4時まで日本ロータリー

創立百周年を祝う会がおこなわれており、そ

の様子はオンラインで視聴することが可能と

なっております。視聴のためのアドレスを配

付しておりますので確認の上是非ご覧くださ

い。 

⑤開催が懸念されいたフェアウェルパーテ

ィーは正式に中止になりました。 

⑥風の便りや寄付状況についての連絡が来

ております。回覧いたしますのでご覧くださ

い。 

 

会員卓話 

 

 

 

 

 

 

原伸太郎会員  

 1966 年 8 月に九州の福岡県甘木市（現朝倉

市）生まれです。この年は丙午（ひのえうま）

であり、この年生まれの女性は迷信で不幸にな

るといわれております。そのためか同級生は不

思議と圧倒的に男子が多かったことを記憶し

ています。 

父は旧新日鉄に勤めており、その関係で君津、

そして木更津に住みました。その後、木更津高

校、早稲田大学を経て 1990 年に千葉銀行に入

行しました。支店長としては松戸の高塚支店、

旭支店、木更津東支店、そして今年東金支店に

赴任となりました。その間に、ある製造小売業

に3年間ほど出向の経験があります。そこでは

新ブランドの立ち上げ等に関わり新鮮で有意

義な体験をすることができました。 

 私の趣味のひとつは音楽です。まずはビッグ

バンドジャズ楽団でピアノを弾いています。

元々エレクトーンをやっていましたが、ピアノ

演奏はより高度で苦労していますがとても楽

しいです。RC 会員の中で楽器演奏される方が

いれば共にセッションなどしていただけると
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嬉しいです。いっぽう音楽を聴くのも楽しく、

クラッシックやジャズ等の伝統的な曲はもち

ろんのこと、最近流行っている若者の曲にも大

いに関心があります。音楽はそもそも理論的な

ものでコード進行など多くの決まり事があり

ますが、最近のYOASOBIやAdoの音楽はそ

の決まりを踏襲しながらも思いもよらない新

しい発想で作られていたりして驚かされます。

他にもOfficial髭男dismやbuck numberなど

皆さんにも最近の音楽に興味を持っていただ

けると楽しいかと思います。 

 持参した資料は東金市をいろんな指標でみ

た表です。人口・出産率・税収や支出など、こ

ういったものを改めて客観的に見直すと東金

市がこれから進むべき方向が見えてくるかも

しれません。何かの参考にしてみてください。 

今後とも東金RC会員のひとりとしてよろしく

お願いいたします。 

 

委員会報告 

前嶋里奈親睦委員長 

恒例となりました親睦ゴルフ会を 6 月 24 日

（木）に新千葉CCで開催いたします。奮って

ご参加ください。またその日の午後5時から竹

田屋で懇親会を行います。ゴルフに参加されな

い方もどうぞご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

6月8日 通常例会 

15日 通常例会 

22日 通常例会 

(22日 親睦ゴルフ会 新千葉CC) 

29日 役員引継(詳細未定) 

 

7月6日 新旧会長・幹事引継 

理事会・誕生結婚祝 

13日 通常例会 

20日 祝日週休会 

27日 通常例会 

 

※ 今後、変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 

 

5月25日  

 

出席会員数      15名 

 

修正出席率      83.33 % 

     

  


