
 

 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

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 10 号 通巻第 2841 号 

第 2872 回 例会 

2019 年（令和元年）10 月 29 日 

経済と地域社会の発展月間/米山月間 

12:30 点鐘 商工会議所 4 階例会場 

 

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   

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 

卓話 

 

 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「R-O-T-A-R-Y」 

 

小林 清益 幹事 

みつはし 

中村 隆則会長 

小林 清益 幹事 

前嶋 里奈 会員 

大里綜合管理株式会社 

代表取締役 野老真理子 様 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 
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会長挨拶  

中村隆則会長  

私事ですが、長い間欠席をしまして、その

間６０周年記念例会や各種行事において大変

ご迷惑をおかけお詫びを申し上げます。また

療養中にお見舞いをしただきまして感謝申し

上げます。 

昨年右肩の靱帯を手術したのですがその箇

所が化膿をし8月に改めて2度にわたり手術

をすることになってしまいました。トータル

で45日間入院することになりましたが、最終

的には来年あたり最終的な手術をする必要が

ありそうです。その間、家族の大きな支えが

あり、特に妻には大いに世話になりましたの

で、改めて夫婦の絆を感じることができまし

た。今後傷が癒えましても、妻への感謝の気

持ちは常に持ち続けねばと思っております。 

先の台風15号では県内の被害が大きく、そ

の後の19号では全国的に人的なものを含めて

大きな被害がありました。心からご冥福・お

見舞いを申し上げますとともに、いちにちも

早い復旧・復興を祈っております。私もこう

して復帰できましたので、これからも皆様に

支えていただきながら、会長としていっそう

頑張ってまいりますので引き続きよろしくお

願い申し上げます。 

幹事報告 

小林清益幹事 

15号に引き続き19号の被害がありました。市

内でも避難所に待避した人が多くいたようでした。

私は自宅で難を逃れましたが皆さんはいかがだっ

たでしょうか。 

理事会報告に移ります。 

1 来年6月にハワイでＲＩの国際大会が開催され

ます。参加希望の方は小林信雄交際奉仕委員会委

員長に取り纏めをお願いしていますのでよろしく

お願いします。 

２ 大多喜ＲＣからチャリティゴルフ大会の案内

が来ております。期日は 11 月 20 日（水）です。

大多喜ＲＣは会員が5名にもかかわらず地元の養

護施設への支援を続けており今回の大会はその支

援の一環になります。東金ＲＣからも是非積極的

に参加ご協力をお願いします。 

３ その他11月3日のフットサル大会の開会式、

城西国際大学の学園祭の開会式に、私が会を代表

して参加して参ります。 

  

 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2871 回 RC 例会の記録 ＜10 月 15 日＞ 

https://www.irasutoya.com/2015/01/blog-post_32.html
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親睦委員会報告 

 
鈴木康道委員長 

前回の例会でご案内しました日帰り親睦旅

行についてですが、米山記念館を中心とした

プランを考えております。但し行事の都合や

諸事情によりまして、実施時期を来年の春以

降としたいと思います。それまでプランをじ

っくりと吟味し、より多くの会員の皆様に参

加していただき満足していただける小旅行に

したいと考えております。それまでどうか楽

しみにお待ちください。 

                                                                                                                                

管理運営委員会報告 

髙橋邦夫委員長 
 

今後の例会で一部日程や場所の変更があり

ます。下記予定表を確認いただきご予定くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

今後の予定（一部変更あり） 

 

11月の予定 

5日 祝日週休(文化の日) 

12日 理事会・例会 

 結婚誕生祝 会員近況報告 

19日 祝日週休(勤労感謝の日) 

26日 例会 卓話(土肥美木子氏) 

 

12月の予定 

 3日 理事会・例会（定例総会） 

10日 振替休会 

14日(土)午前 清掃活動、 

午後国際交流パーティ参加 

17日 夜間移動例会（忘年会） 

18:00~竹田屋 

24日 年末休会 

31日 年末休会 

 

1月の予定 

7日 年始休会 

9日(木)ﾋﾞｭｰRCとの合同移動例会 

    時刻・場所未定 

 14日 休会 

 21日 振替休会 

 23日(木) ﾋﾞｭｰRC20周年記念例会 

28日 例会、結婚誕生祝 会員近況報告 
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会員卓話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅原裕輔委員 

今期から会員に加えていただきました。若

輩者ですがどうかよろしくお願いします。今

回は30年前に東金ＲＣからの派遣で私がオー

ストラリアに留学させて頂いた話をいたしま

す。留学生が着用するグリーンジャケットに

着替えてお話しします。出発する時は東金の

物だけでしたが1年間でこれだけのバッジを

集めることができました。留学のきっかけは

ＲＣの青少年交換プログラムで来ていたカレ

ンという留学生と出会ったことでした。その

時、海外留学の面白さを知り応募しました。

千葉県で私と同期の候補生は20名ほどいまし

たが皆個性豊かで才能溢れる人ばかりでし

た。私は希望するオーストラリアに行くこと

になりました。ホストは農家でメルボルンか

ら車で2時間ほどのところでしたが、周りは

農園以外何もないところでした。日本との連

絡も今と違い手紙が中心で電話は2度ほどし

かしませんでした。1年間で４つの家族と暮ら

しましたがそれぞれ楽しく暮らすことができ

ました。またＲＣでは地域のクラブの例会に

参加しますが、あるとき日本食を作ることに

なり、急遽日本の家族と連絡をとり、母のレ

シピで日本食パーティを開いたことがありま

した。また、世界中から集まった留学生とウ

ルル（エアーズロック）に登る2週間のキャ

ンプがあり、寝食を共にすることで本当の意

味での交流ができました。今でも当時の留学

生仲間やホストファミリーの人達との交流は

続いており、彼らが来日の折にはいつも我が

家に立ち寄ってくれます。今になって感じる

ことは、私が留学できたのは、現地のファミ

リーはもとより、東金ＲＣはじめ多くの方々

のご尽力ご協力の賜物であったということで

す。私にとりましてはかけがえのない経験で

あり価値の大きなことでありました。若さゆ

え当時はそこまでの感謝の気持ちは持ち合わ

せていなかったかも知れませんが、この歳に

なりますととてもありがたく語り尽くせない

ほどの感謝でいっぱいになります。改めでお

礼を申し上げるとともに、今後、東金ＲＣの

企画として、現在の若者に対する短期プログ

ラムなど留学の機会が復活できれば、若者に

とってもこの東金ＲＣにとってもすばらしい

ことになるだろうと考えております。 

 

 

 

 

10月15日 

 

出席会員数     16名 

修正出席率     84.21% 

コインBOX          1,633円 

ニコニコBOX       10,000円 

(中村会員) 

                             

     


