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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 61 巻第 16 号 通巻第 2847 号 

第 2883 回 例会 

2020 年（令和２年）2 月 18 日 

平和構築と紛争予防月間 

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 

会員近況報告 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村隆則会長 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治前幹事 

かしま 

中村 隆則会長 

並木 孝治前幹事 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

中村隆則会長 
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会長挨拶  

岡本秀男会長エレクト  

 本日中村会長・秋葉副会長不在のため次期

会長の私が代わって挨拶を申し上げます。 

 私は昨日所用で成田に出向きましたが、丁

度節分にあたり、行事で交通規制がかかって

いました。やむなく遠くに車を置き、そこか

ら徒歩で成田駅前に向かいました。これまで

自家用車で出向くことばかりで時間をかけて

町歩きを堪能したことがありませんでした。

目的はよねや本店を訪問することでしたが、

ゆっくりと参道を歩いていると、古い街並み

ならではのお店や建物にはそれぞれ風情や情

緒があり改めて成田という土地の良さを感じ

ることができました。また、よねや本店に入

るとすぐのところにロータリーの４つのテス

トが掲げられており、さらに奥には職業区分

の表が貼ってありました。流石にガバナーの

お店だけのことがあると感心いたしました。

また往来の人達は皆マスクをかけており、新

型コロナウイルス予防については、手洗い・

うがいが一番の予防手段であり益々注意を払

わねばと思った次第です。ロータリーは高齢

者が多く十分な注意対策が必要だと感じまし

た。 

 さて、先ほどの理事会でも話題になってい

ましたが、再来年度に本RCにガバナー補佐

の役割が回って参ります。詳しくは幹事から

の報告があると思いますが、ガバナー補佐候

補者として、設置予定の委員会からお声がか

かった方は、是非前向きに検討いただくよう

お願いをしてご挨拶といたします。 

 

幹事報告 

小林清益幹事 

１ 財務状況の報告について 

 大西会計と確認しました。徴収した下期会

費収入と今後予定される支出はおおよそ

同額、さらにニコニコBOX 残高を合わせ

ると若干の繰越金が生じる可能性があり

ます。活動計画書では５人の新入会者を織

り込んでいるが現在のところ１名と苦戦

しており、会計上は苦しい数字が並んでお

り、引き続き強力に勧誘を推進します。 

２ 台風災害義捐金について 

 2790 地区へ全国RC からの義捐金が 2700

万円程度集まり、その中から第７グループ

へは 300万円が配当され、そのうち本RC

へは 33 万円の義捐金となりました。この

目的は公的支援ということですので、ビュ

ーRC と連絡を取りながら東金地区への有

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2881 回 RC 例会の記録 ＜2 月 4 日＞ 
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効な支援先を協議していきたいと思いま

す。 

３ 奨学生、世話クラブについて 

 次年度、本RCは世話クラブに立候補する

ことにいたしました。決定した際には小林

信雄会員がカウンセラーになっていただ

けることになっております。 

４ 地区大会参加について 

 2月 9 日実施ですが、運営側からは駐車場

の関係で、自動車の場合はできるだけ乗り

合わせで来場して欲しいとの要請がきて

います。ワゴン車所有の会員の協力ででき

る限り協力することになっています。最終

的な参加者は10名となっています。 

５ 次々時年度ガバナー補佐候補選出につ

いて 

 次々年度ガバナー補佐選出については、選

出委員会を設けて候補者を絞り込むこと

になりました。委員については、近年の会

長経験者ということで、古川前会長、中村

現会長、岡本エレクト、並木当該年度予定

会長の4人にお願いすることとなりました。

期限としては 5 月 15 日実施予定の第７グ

ループ次年度会長・幹事会で報告すること

となっています。 

６ I・M会場のエストーレホテルへの 

3月17日の IMですが、当初例会を東金文

化会館での実施予定でありましたが例会・

懇親会共にエストーレホテルで実施するよ

うに変更となりました。 

７ 次年度理事会との合同理事会について 

 既に今回の理事会から次年度幹事予定の

野口会員に参加いただいております。次回

の理事会からは主だった議題は次年度の

ことになっていく関係から、重複するメン

バーに加えて、後藤、徳倉、菅原会員にも

加わっていただき、新年度理事会との合同

での開催となりました。加えてその他の話

題として本RC細則あるいは会計面での入

会金等の扱い等について意見が出されま

した。次年度以降に関わることでもあり、

３月理事会で方策を決定し報告をしたい

と思っております。 

結婚記念日祝 

小林清益会員  岡本秀男エレクト 小林信雄会員 

誕生祝

い                                                                                                           

大西達也会員  岡本秀男エレクト 宮原信道会員 



============== ========Togane Rotary Club  2019-20 ===================== 

 

 

Page 4 

 

近況報告 

髙橋邦夫会員 

令和２年1月16日歌会始の儀に倍聴者とし

て招かれ参加してまいりました。儀式は正殿

松の間で行われ一般から選ばれた10名の預選

者、選者、皇族、皇嗣妃、皇嗣、皇后ご列席

の中天皇の御製が講じられた。厳かな式でめ

ったにない経験となり栄誉に感じましたので

ご披露いたします。 

2019-20年度地区大会 

 

大会2日目、12名参加 

会場 

アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール 

開会点鐘 

９：３０ 

2月4日 

出席会員数      13名 

修正出席率      72.22% 

ニコニコBOX(鈴木会員、髙橋会員) 

           2,000円  

コインBOX          1,680円 

 

 

2月の予定 

25日(火)祝日週休会 

 

 

3月の予定 

３日(火)理事会（11:30～） 

第2884回例会、誕生祝・結婚祝、 

会員近況報告 

10日(火)第2885回例会,クラブ協議会 

15日(日)※大網RC20周年祝賀会 

    サンライズ九十九里(14:30~) 

17日(火)IM（第2886回） 

エストーレホテル 

24日(火)第2887回例会 

31日(火)定款休会 

第 2882 回 RC 例会の記録 

 ＜2 月 9 日（日）＞ 
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