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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 19 号 通巻第 2868 号 

第 2905 回 例会 

2021 年（令和 3 年）5 月 18 日 

青少年奉仕月間 
 
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 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生日祝 

結婚記念日祝 

 

 

委員会報告 

 

ニコニコ BOX.出席報告 

閉会宣言・点鐘 

お食事(持ち帰り弁当) 

 

 

岡本 秀男 会長 

手に手つないで 

 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

該当なし 

中村 隆則 会員 

菅原 裕輔 会員 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

みつはし 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日はまだ4月だというのに初夏のような

陽気で汗が出てくるほどです。最近の気象予

報は誠に正確になりまして、半袖で出かけら

れるような今日の気温も昨日の天気予報で言

い当てていました。 

さて、最近は例会の間隔が空き救われてい

ますが、毎週のように例会が続くときは、こ

の会長挨拶での的確な話題を探すことは、多

くの先輩を前にして大きな重圧となっていま

す。前日までに私なりにテーマを考えるので

すが、すんなり決まらないときはあせりを感

じてしまいます。 

ところで13日の例会は当初予定をしており

ましたが、会場の関係で急遽中止になりまし

てご迷惑をおかけしました。また前々回、私

が所用で欠席をしました３月の理事会で決定

しました、義捐金を東金市に寄付をするとい

う案件ですが、昨日無事に寄贈が完了しまし

た。本日はこのことについてお話しをいたし

ます。金額は東金ビューRCと併せて6万9千

円でした。寄付するにあたり、事前に担当課

に連絡をしてから参りましたが、寄付という

こともあり、かなり丁重に対応していただき

ました。その際、2年前の中村会長の時、秋に

大きな台風被害があり、その際には東金RC

単独で約20万円超の寄付をおこないました。

今回はそれに伴う追加の寄付であることをお

話し、とても喜んでいただくことができまし

た。今後、寄付の時の様子が市の広報に掲載

されるということで写真を撮られました。ま

たその際、市長さんに直接お会いしましたの

で、せっかくですからコロナワクチンの進捗

状況についてお尋ねしてみました。それによ

ると、東金市の住民にはこの4月末までに接

種券が自宅に郵送されるそうです。すぐには

予約はできないようですが、5月には接種会場

および協力いただく市内19の開業医さんで接

種可能になるということだそうです。 

次に次年度の役員の関係もあり、5月21日

(金)に地区の会長幹事会が予定されておりま

す。次年度は秋葉会員がガバナー補佐に就任

するということで当RCがホストクラブとな

ります。そこで当日は蓬莱閣を会場として、

こんな時期ですから昼に弁当の形式で会議中

心に行うこととなりました。というわけで当

RC からは新旧の会長幹事に加え、秋葉次期

ガバナー補佐、德倉次期ガバナー補佐幹事を

含めて参加することになっております。 

またこのあと、新会員の入会式が予定され

ております。宇野前会員に代わり飯田さん、

大西前会員に代わり原さんがお見えになって

います。それぞれ商工会議所専務理事、千葉

銀行東金支店長の後任ということですが、前

任者同様にロータリアンとして積極的に参加

していただきたいと願っております。次回は

休会ということで任期が限られてくる中では

ありますが、精一杯務めますので今後ともよ

ろしくお願い申し上げご挨拶といたします。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2904 回 RC 例会の記録 ＜4 月 20 日＞ 
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幹事報告 

野口雅子幹事 

①今年度ロータリー国際大会のバーチャル

参加の要領をお配りしました。登録のアドレ

スを確認の上、是非ご参加をお願いいたしま

す。 

②祝日週休会や地区大会の振替休会のため

次会例会は5月18日となりますので確認をお

願いします。 

③先ほど会長から話がありました東金市へ

の寄付金ですが、領収書が届いておりますの

でご報告いたします。 

④5月29日に女性交流会の親睦会が予定さ

れております。女性会員には既に詳細をお伝

えしてあります。 

⑤東金商工会議所より退任・新任の挨拶状

が届いております。後ほど回覧しますのでご

確認ください。 

⑥岡本会長にベネファクター授与の通知が

来ておりますので、後ほどご披露いたしま

す。 

⑦ゴルフ地区大会への参加については、今

年度当クラブからは参加を見合わせることに

なりました。 

⑧城西国際大学から連絡があり、今年度の

シニアウェルネス大学については中止となり

ました。 

⑨その他、ロータリーからアフリカの平和

基金、米山の賛助会員へのお誘いが来ており

ます。後ほど回覧いたしますのでお気持ちの

ある方はご検討をお願いいたします。 

 

入会式 

 

 

 

 

 

 

岡本秀男会長  飯田重行新会員  

 

 

 

 

 

 

飯田重行新委員  

宇野さんの後任として東金商工会議所専務

理事に就任し、この度当RCに入会を承認いた

だきました。私はこれまでに蒲田RC,大宮RC,

千葉RCで計5年ほどの経験があります。その

活動の中では千玄室大宗匠の講演で「念ずる」

というテーマでのお話しが特に印象に残り、そ

の後、朝礼等多くの場で使わせていただきまし
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た。今後ともよろしくお願いたします。 

岡本秀男会長  原伸太郎新会員 

原伸太郎新委員 

大西前会員の後任として4月1日付けで千葉銀

行東金支店長に就任しました。私は以前木更津

東 RC に在籍経験があります。その際 50 周年

記念事業を行い、イベントで「千葉銀ライトミ

ュージック」というビッグバンドジャズチーム

を呼んだことがあります。私自身ピアノを演奏

しますのでその時には一員として演奏に参加

いたしました。このクラブでもそのような機会

がありましたら是非お声がけください。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

ベネファクター授与 

並木孝治エレクト 岡本秀男会長 

 

 

 

 

 

4月20日  

出席会員数      14名 

修正出席率      82.35 % 

     

コインBOX     2,520円 

 

 

 

今後の予定 

5月 

25日 通常例会 

6月 

１日 理事会、誕生・結婚記念日祝 

8日 通常例会 

15日 通常例会 

22日 通常例会 

29日 役員引継 

※ 今後も変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 


