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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 5 号 通巻第 2854 号 

第 2890 回 創立 61 周年記念例会 

2020 年（令和 2 年）9 月 15 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 

「手に手つないで」 

野口 雅子 幹事 

竹田屋 

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 

連日猛暑が続いていますが、そんな中

でも街を歩いていると、皆マスクをしてい

ます。今まで風邪を引いても夏の季節にマ

スクを着けた記憶などありません。コロナ

の時代に新しい生活様式をと言われてます

が、周りを見るとまさにそんな新しい日常

が始まっている気がします。都内の賃貸契

約状況も以前に比べると7割から５割程

度に落ち込んでいるそうです。これだけで

なく、会社経営も同様に大変厳しい状態が

続いているようです。そんな中でも会員の

皆様には何より健康第一で元気に例会に参

加いただけることを願っております。ま

た、コロナウイルス感染問題は世界中の共

通課題となっており、ロータリークラブも

例外ではありません。今年度世界会長のホ

ルガー・クナーク氏から世界中の会員に向

けメッセージが届いておりますのでご確認

ください。 

理事会の構成メンバーについて一部変

更があります。役員である宇野会員と前嶋

会員ですが、理事会メンバーに入っていな

かったため、先ほどの理事会で承認を受

け、理事会メンバーとなりました。これに

より今後理事会メンバーは１４名となりま

すのでよろしくお願いします。今後の例会

実施についてはコロナの影響で状況を見な

がらの変則が続きます。皆様には実施され

る例会については、100％の出席率を目指

して積極的参加をお願いします。 

 

 幹事報告 

野口雅子幹事 

①次年度ガバナー補佐候補として、秋葉会

員を岡本会長名で正式に推薦書を提出いた

しました。 

②9 月の例会については、本日を含めて 3

回を予定しています。次回例会は15日(火)、

この日は創立 61 周年記念例会となります

が、前回お話ししたとおり今年度は基本的

に通常例会のかたちで行います。10月につ

いては18日（日）は移動例会として歓送迎

会を兼ねて行います。詳細は後ほど担当か

ら連絡があります。それに伴い 20 日の例

会は振替休会となります。 

③奨学生ラクマーリさんへの8月分奨学金

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2889 回 RC 例会の記録 ＜9 月 1 日＞ 
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授与ですが、会報に記載の通り 8 月 25 日

に千葉銀行東金支店において実施いたし

ました。 

④ロータリー財団セミナーが9月12日(土)

に予定されており、当RCからは財団委員

長の小林信雄会員と岡本会長が出席予定

です。 

 

誕生祝い（7月分） 

岡本秀男会長    前嶋里奈会員 

 

 

 

 

 

奨学金授与 

岡本秀男会長    ラクマーリ 

今年はコロナの影響で厳しい学生生活

を送っている中、東金RC から奨学金を

いただけることになり大変ありがたく、

皆さんには心から感謝申し上げます。今、

大学の授業はリモートですがそれ以外の

活動は殆んど行われておらず、地元との

交流等はできていません。もし当RC で

奉仕活動などありましたら是非私にも参

加させてください。また、現在就職活動

中ですが、とても厳しいです。せっかく

1 次 2 次と進めても最後はだめになって

しまいます。日本に来てこれまで 5 年間

頑張ってきたのに就職が決まらず、この

ままでは来年 4 月には帰国することにな

ってしまいとても悲しいです。それでも、

もし帰国することになったら、皆さん是

非スリランカに遊びに来てください。景

色が美しいところ、美味しい魚や食べ物

など紹介したいものが沢山あります。そ

れでは今年度 1 年間どうかよろしくお願

いいたします。 

9月・10月の予定 

9月 

22日 祝日週休 

29日 例会 

 

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 

29日 ガバナー補佐公式訪問 
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委員会報告 

親睦活動委員会 前嶋里奈会員 

  新入会員歓迎移動例会について提案が

あります。コロナ禍の中で懇親活動の提案

は難しいところではありますが、このよう

な状況の中で入会を決めていただいた兵頭

会員、土肥会員に感謝の意を表して下記の

ような企画をしました。コロナで厳しい状

況ではありますが、それだけになおロータ

リーの理念に立ち返って奮ってご参加くだ

さい。 

        記 

1期日 10月18日（日）17:00点鐘 

2場所 ニュー太洋(送迎バスあり) 

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決行いたします） 

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。次回 15 日記念

例会におきまして、出欠並びに送迎バス利

用について調査いたします。 

 

活動計画発表 

社会奉仕委員会・クラブ奉仕委員会 古川秀夫会員 

ロータリー財団委員会 小林信雄会員 

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1日 

出席会員数      13名 

修正出席率      86.67 % 

ニコニコBOX    1,000円 

コインBOX          1,877円 

           

 


