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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 11 号 通巻第 2842 号 

第 2873 回 例会 

2019 年（令和元年）11 月 12 日 

ロータリー財団月間 

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 

誕生日祝 

結婚記念日祝 

 

 

会員近況報告 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

小林 清益 幹事 

かくじゅう 

中村 隆則会長 

小林 清益 幹事 

髙橋邦夫、小池智、古川秀夫 

髙橋邦夫、小池智、鈴木康道、 

鈴木君江(事) 

 

 

 

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  

今日は10月最後の例会となり、間もなく11

月です。月日が経つのは早く今年もあと2ヶ

月余となりました。本日より前嶋会員が正式

に入会され、女性会員が2名となり、今後更

に会員増を望みたいところであります。 

さて、9月以降台風15号19号、さらに先日

の21号による低気圧の影響での大雨と東金を

含む山武そして長生地区に甚大な被害が発生

しました。このように近来気候の変動が大き

く我々は環境問題に積極的に取り組む必要を

痛感しています。 

本日日経新聞を読んでいて気になった記事

がありましたので紹介します。米国前大統領

のオバマ氏のミッシェル夫人の手記「マイ・

ストーリー」に書かれていることです。新大

統領がホワイトハウスに入居するとき模様替

えの費用として国から10万ドルが用意される

そうですが夫妻はこれを使わず私費で賄った

そうです。他にも執事の服装はラフなものに

変え、アフリカ系画家の絵画を加えたそうで

す。シカゴ生まれのミッシェル夫人は東部の

名門大学を卒業後法律の専門家として市民団

体で仕事をしていました。なおかつオバマ氏

を支え、子育てや家庭の雑事をこなしていた

そうです。オバマ氏夫妻は常に庶民感覚を忘

れず謙虚に行動したということで大変共感す

るところがありました。黒い噂の絶えない我

が国の政治家達は元よりに我々も見倣ってい

きたいと思いました。 

幹事報告 

小林清益幹事 

1 第７回日台ロータリー親善会議福岡大会の案

内がきています。期日は来年３月６日、申し込み

は11月22日ですので興味のある方は私までご連

絡ください。 

２ 次年度地区委員推薦の依頼がきています。全

部で 19の委員会があり締切は 11 月 20日です。

詳細については手元にありますのでご連絡くださ

い。 

入会式 

 
中村隆則会長      前嶋里奈会員   

本日より皆様のお仲間に加えていただける

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2872 回 RC 例会の記録 ＜10 月 29 日＞ 
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こととなりました。今後はロータリーの活

動を通して献身的に活動して参りたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

                                                                                                                        

米山奨学委員会等報告 

徳倉基弘委員長 

１ 8月31日に米山奨学委員長セミナーがあ

り参加しました。内容は米山学友会銚子RC

モンゴル訪問の報告、スリランカクラブ会長

松戸西RCの石井会員によるクラブの紹介、

元スリランカからの奨学生で現在山武市職員

の方のお話と続きました。また、米山奨学会

へ更なる寄付と米山奨学生を卓話に呼んでい

ただきたいとのお願いがありました。 

２ 10月21日にRC地区大会記念ゴルフ大会

へ古川・岡本・後藤・菅原・徳倉の5名で参

加しました。結果は後藤さんが8位、岡本さ

んが当日賞で福岡までのペア航空券＆ホテル

宿泊をゲットされました。今後も積極的に参

加していきたいと思っております。 

クラブ研修委員会より 

 

 

 

 

 

高山友二委員長 

卓話 

大里綜合管理(株)野老真理子社長 

我が社は今年で創立46年になります。その

間業務時間の6割が本業、残りの4割はボラ

ンティアを行っています。本日も先ほどまで

旭の小学校でトイレ清掃指導のボランティア

をしていました。このように県内小中学校の

トイレ清掃指導や大網駅の定期清掃をはじめ

として、現在年間300回以上のボランティア

活動を会社の活動として行っています。この

ような特色のある会社経営を行ってきて26年

になりますが、4年ほどまえから世代交代を目

指して進めてきております。当初他人事のよ

うだった次期社長の息子も昨年あたりからや

っと本腰が入り始め、今は月に2日、私と共

に時間をもつようになりました。4月には2人

で京都市の「松下資料館」を訪問し1日勉強

してきました。その時、会社とは人様のお役

に立って、お金をもらい、それを回して成り

立たせるものだという価値観を共有すること

ができました。5月には愛媛県にある癒やしの

詩人で知られる「坂村真民記念館」に1日朝

から夕方まで滞在しました。そこで、人はど

う生きるかを学び、どんな社長になるかの前

に、どんな人になるかが大事ということを共

有できました。6月には高知県の香美市立やな
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せたかし記念館・アンパンマンミュージアム

を訪れ、ここも1日かけてやなせたかし氏が

目指したこととして、人として一番大事なこ

とは優しさであり思いやりであり平和である

という事を学んできました。こういった形で

その後もいろんな学びを2人で共有していま

す。私自身は2代目ですが、この会社が人様

のお役に立つということで成り立ち、地域に

なくてはならない存在になってきたというこ

と、そしてこれまで学び積み上げてきたもの

を、私ができる限り3代目に伝えていきたい

と考えています。そんな形で9月まで過ごし

てきた中で、今年の台風と大雨を迎えまし

た。東日本大震災後、我が社では8割の節電

に成功していますが、同時に万一に備えて発

電・蓄電能力があるということでPHVの車を

4台導入しています。15号のとき被害で自宅

が損壊した方には会社の寮を提供したり停電

箇所にはPHVカーを提供して電力供給に努め

ました。元々我が社には災害時の救援マニュ

アルがあり今回は私がそれに基づいて陣頭指

揮をし、フル稼働で災害救援を行いました。

その被害も癒えないうちに19号があり集中豪

雨の被害が続きました。それに対しても私た

ちはできる限りの支援を今も続けています。

余談ですが私たちのPHVカーによる電力供給

を聞きつけたトヨタ自動車関連の財団から連

絡があり、トヨタからPHVカーの無償貸出の

申し出がありました。最終的にはこの近辺で

25台の提供を受けその内半分を被害の大きか

った山武市に送り給電に資することができま

した。このことがきっかけとなりトヨタ自動

車としてもこのPHVシステムの改善点が見つ

け更に実効性の高いものに仕様を変更するこ

とが決まったそうです。 

ボランティアを軸としてやれることは何で

もやるといった特色をもった会社運営、その

会社の世代交代という課題への対処、そして

今回の災害への対応についてお話しいたしま

した。 

 

10月29日 

 

出席会員数     16名 

修正出席率     84.21% 

コインBOX          1,620円 

ニコニコBOX       10,000円 

(中村会員) 

                              

     

11月の予定 

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 


