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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 6 号 通巻第 2855 号 

第 2891 回 例会 

2020 年（令和 2 年）9 月 29 日 

基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間 
 
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(持ち帰り弁当) 

会長挨拶 

幹事報告 

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 

「R-O-T-A-R-Y」 

野口 雅子 幹事 

かくじゅう 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

 

 

 

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 

まずは理事の方々にはこの数日、急な

連絡で混乱させてしまい申し訳ありません

でした。内容としては、コロナ対策として

東金市役所に入館の際にセンサーで自動的

に体温測定やマスク着用の確認ができる装

置を寄贈してはどうかという緊急提案があ

りました。素晴らしい提案ということで臨

時理事会を開いて検討しようということに

なりました。ところが事前に市役所に相談

したところ、寄贈を受けてもその後の維持

管理上の課題があり受けかねるという回答

がありました。そこでその話が棚上げとな

り、理事会を開催しないということになり

ましたのでご理解の程お願いいたします。 

さて本日は61周年記念例会です。例年

ですと記念例会は会場を変え、市長や他ク

ラブの人達など多くのゲストを迎えて大々

的に行っておりました。特に昨年は台風直

後にもかかわらず、60周年ということで

エストーレホテルで大々的に行いました。

しかし、本年はコロナの影響でこの例会場

でゲストを呼ばす通常例会のかたちで行う

こととしましたのでどうぞご理解の程お願

いいたします。当クラブの創立は1959年

となっております。目玉奉仕のひとつとし

て、当初は「交換留学生」という名目でオ

ーストラリアやカナダとの交流を行ってお

りました。それが最近は「奨学生」とな

り、韓国・中国からカンボジア・スリラン

カと東南アジア諸国が中心になっておりま

す。このように長い期間の中で進展や改良

はありますが、地域への奉仕という大きな

理念に変更はありません。今後も歴史を重

ねていきますが当クラブが発展していくこ

とを祈念しましてご挨拶といたします。 

 

 幹事報告 

野口雅子幹事 

①管理運営統括三委員会合同セミナーが

10月17日(土)13:00からTKPガーデンシ

ティ千葉で開催されます。オンラインでの

参加も可能です。三委員会とは奉仕・会員

増強、広報、親睦の３つです。 

②ラクマーニ奨学生が 10 月 11 日に銚子

RC の卓話に参加することになりました。

当クラブでも他クラブ所属の奨学生の卓話

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2890 回 RC 例会の記録 ＜9 月 15 日＞ 
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参加を検討ください。 

③城西国際大学から連絡があり、今年度の

同大学シニアウエルネス大学講座はコロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止とな

ったということです。 

④その他、幾つか資料や案内が届いており

ますのでこれから回覧しますのでご覧く

ださい。 

 

連絡事項 

親睦活動委員会 前嶋里奈委員長 

 新入会員歓迎移動例会について下記のと

おり再度ご連絡いたします。 

        記 

1期日 10月18日（日）17:00点鐘 

2場所 「ニュー太洋」 

(送迎バスは商工会議所駐車場16:30出発) 

山武市本須賀3841-72 

電話 0475-84-1129 

3内容 野外バーベキュー 

（雨天の場合は室内にて実施いたします） 

4登録料 3,000円 

これに伴い、年間予定にある10月20日例

会は振替休会となります。 

活動計画発表 

管理運営委員会 宇野英雄委員長 

クラブの活力を高め、会員の研鑽に効果

的な卓話や例会プログラムを企画します。

毎月第1例会については、諸行事の関係か

ら会員卓話（近況報告）を中心に行います。

外部卓話につきましては会員からの紹介を

中心に予定しますので、講師の推薦をお願

いします。今後の予定ですが、次回29日は

商工会議所が関わっているみのりの郷の関

係で駅長さんに菓子「天門どう」の紹介を

していただきます。また、10月については

13 日に東金税務署長の内諾をいただいて

おりますので、今後準備を進めていきたい

と考えています。 

 

会員増強委員会 鈴木康道委員長 



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

 

 

Page 4 

広報委員会 安藤昇一委員長 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 徳倉基宏委員長 

 

ロータリー財団セミナー参加報告 

ロータリー財団委員会 小林信雄委員長 

9月12日TKPガーデンシティ千葉にお

いてセミナーが行われました。今年度の方

針、寄付実績・グローバル補助金について

報告があり、また今年度も年次基金寄付会

員一人あたり150ドル、ポリオプラス他各

種寄付をお願いしたいとのことでした。今

年度も引き続きよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東金商工会議所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(約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 

４ 来場の際は必ずマスク着用。例会場では出入り

際に消毒をする。 

9月15日 

出席会員数      17名 

修正出席率      89.47 % 

ニコニコBOX     

コインBOX          2,740円 

           

 

 

 

10月の予定 

10月 

6日 理事会、例会、誕生祝い・結婚祝い 

13日 例会 

 18日 夜間新入会員歓迎移動例会 

(土) ニュー太洋17:00~ 

20日 振替休会 

27日 ガバナー補佐公式訪問 

 


