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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 

２０１９～２０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 61 巻第 9 号 通巻第 2840 号 

第 2871 回 例会 

2019 年（令和元年）10 月 15 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 

会員卓話 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「手に手つないで」 

 

小林 清益 幹事 

かしま 

中村 隆則会長 

小林 清益 幹事 

菅原 裕輔 会員 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 
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会長挨拶  

古川秀夫前会長  

 

 

9月の記念例会の際にはご協力ありがとうご

ざいました。お陰様をもちまして大変素晴ら

しい会になりました。ゲストの皆様にもお褒

めの言葉を頂き、会員の皆様の底力を見た気

がいたしました。当日は台風15号の被害直後

であり開催が危ぶまれましたが、小林幹事の

機転により飲料水の手配などホテルとの交渉

で何とか開催にこぎ着けました。その後断水

は一部復旧したものの停電の被害が拡大、ま

た県内の被害も深刻さが徐々に判明し、いま

なお停電が続いているところさえあるほどで

す。私の会社は物流関係ですが、停電や交通

の混乱などで大きな影響を受けると同時に、

停電が比較的早期に復旧したため、ボランテ

ィアとして地域で被害に遭った人達への救済

行為をすることができました。東金近辺でも

場所により大きな被害に遭ったかたがいらっ

しゃると思いますのでお見舞いを申し上げま

すとともに、このあと会員の皆様の被害状況

情報交換をしていただければと思います。 

 

幹事報告 

小林清益幹事 

私からも60周年記念例会の成功について、お

礼をいいたいと思います。当日は台風の影響で首

長さん達はじめ9人の方が災害対応等で急遽出席

できなくなりました。当日でしたのでもうキャン

セルできず料理が多くなってしまいました。記念

例会としては皆様のご尽力の賜物で大成功におわ

りましたが会計的に赤字を覚悟しました。しかし、

当日配付資料や名札等の印刷物や記念品など髙橋

会員・菅原会員初め多くの会員のご努力により結

果的にほぼ予算通りの処理ができました。幹事と

しましても自画自賛しています。 

理事会報告に移ります。 

1 前嶋里奈さんから入会申請が出され理事会で

承認しました。当クラブ規約に則り異議のある会

員は7日以内に文書でお届けください。その他南

総グループからお一人、さらにパラメディカルの

関係者、小川屋本店関係者や今月 29 日に卓話を

お願いする綜合管理株式会社野老社長にも前向き

に検討いただいています。 

２ ボーイスカウト東金第1団から寄付希望がき

ており、連年にならって1万円を寄付いたします。 

３ 本日親睦委員長は欠席ですが、下期に親睦旅

行の計画が進んでいるそうです。訪問先等希望が

あれば鈴木委員長までおねがいします。 

４ ガバナーから台風被害で調査がきております。

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2870 回 RC 例会の記録 ＜10 月 1 日＞ 
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ボランティア支援が必要な方は申し出ください。 

また人的被害・建物被害がある方も申し出をお願

いします。 

 

 

結婚祝い  

古川秀夫前会長、野口雅子会員 

並木孝治会員、大西達也会員、濱井清之事務局 

 

誕生祝い 

宇野英雄会員、野口雅子会員、高山友二会員 

            小林清益幹事、古川秀夫前会長 

本日欠席の中村会長を含め、みなさんおめでとう

ございます。 

 

 

記念例会報告(1) 

髙橋邦夫実行委員会委員長 

まずは 皆様のご協力をもちまして台風被害

の直後にもかかわらず記念例会が無事終了す

ることができましたことに感謝いたします。

併せて危機管理情報交換として、学校の台風

被害対策についてお話しいたします。学校は

生徒・教職員合わせて600人程度おります

が、早めに鉄道会社から計画運休の発表があ

ったので前日の内に休校を決定しました。月

曜日午後には断水しており、その後鉄道も運

休があったので水曜日まで休校とし木曜日か

ら再開しました。その間生徒との連絡は主に

メールを使っていました。一部ネットの環境

が悪く繋がらないこともありましたが大きな

問題はなく連絡がつきまし

た。                                                                                                                                 
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記念

例

会

報

告

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大西達也会計担当 

会計報告は配付したとおりです。小林幹事

からお話しがあったとおり、急な欠席者が多

かったですが、その中から登録料等について

ご協力いただいた方が多かったこと、また髙

橋委員長に準備いただいた資料、菅原会員に

協力いただいた記念品やエストーレホテルの

協力のお陰をもちまして不足は808円に抑え

ることができました。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

 

点鐘 

古川秀夫前会長 

 

10月1日 

 

出席会員数     15名 

修正出席率     88.23% 

コインBOX          1,515円 

ニコニコBOX       10,300円 

(髙山会員、髙橋会員) 

                             

     

 

10月の予定 

22日 祝日週休(即位の礼) 

29日 例会、 

卓話（大里綜合管理(株)野老社長） 

 

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(未定) 

 

https://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_19.html

