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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 20 号 通巻第 2869 号 

第 2906 回 例会 

2021 年（令和 3 年）5 月 25 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 

 

卓話 

 

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 

それでこそロータリー 

 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

 

原 伸太郎 会員 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

竹田屋 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日はまず初めに嬉しいお知らせをいたし

ます。既に皆さんご存知と思いますが、当ク

ラブ会員の髙橋邦夫会員がこの春の褒章にお

いて藍綬褒章を受章されました。藍綬褒章と

は、教育、医療、社会福祉、産業振興等の分

野において公衆の利益を興し成績著明である

方に授与される栄典です。改めておめでとう

ございます。褒章受章に関しては慶弔規定に

則ってお祝いを差し上げたいと思います。ま

た今回は併せて、髙橋会員が校長をされてい

る千葉学芸高校が、春季千葉県高等学校野球

大会において並み居る強豪校を次々と撃破し

見事初めての優勝を達成されました。私事に

なりますが、私も高校野球をしていました

が、その頃は県内のチームが45校程度でし

た。今は170校近くの参加校がある中での県

大会優勝ですので素晴らしい快挙だと思いま

す。この勢いで夏大会では是非東金市から初

の甲子園出場を実現させてください。期待し

ております。 

さて、私達役員の任期が6月末までと迫っ

てきましたが、この21日11:15より第7グル

ープ会長幹事会が開催されます。今回は通常

の参加者に加えて新年度の役員も参加するこ

とになっており、当クラブからは新旧会長幹

事に次期秋葉ガバナー補佐・同德倉ガバナー

補佐幹事の計6人が参加します。場所は当ク

ラブがホストクラブということで蓬莱閣の2

階を貸し切って行います。また、新入会員の

情報ですが、昨年来ゴルフコンペに参加して

いた平山さんが7月の新年度から入会いただ

けることになり、先ほどの理事会で承認され

ました。さらに、この1年はコロナの影響で

例会そのものが中止になることが多く、思う

ように実施できませんでした。そのため卓話

も実施回数が極端に減ってしまいましたが、

今回は兵頭会員に急遽お願いをして城西国際

大学の運営についてお話しをしていただくこ

とになりました。このように、ここのところ

新入会員の入会が続いておりますので、今後

はその方達にお願いをして、会員卓話を中心

に計画をしていきたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

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(１～２ｍ)を

確保する。 

３ 来場前に検温をし、発熱・せきなど体調不良の

時は参加をしない。 

４ 来場の際は必ずマスク着用。例会場では出入り

の際に消毒を徹底する。 

 

 

 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2905 回 RC 例会の記録 ＜5 月 18 日＞ 
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幹事報告 

 
野口雅子幹事 

①地区大会の決議案並びに予算案について

は賛成ということで承認されました。 

②6月20日(日)に地区RC間の懇談会が予

定されており、当クラブからは並木エレクト

が参加することになりました。 

③新入会員の件ですが、さきほど会長から

も話があったように、リフラット株式会社代

表取締役の平山修也様から入会希望が出てお

ります。お手元の入会申込書をご確認の上、

もし異議があるという方は規定に基づき1週

間以内にお申し出ください。 

④5月29日に女性交流会の親睦会が予定さ

れておりましたが、コロナ禍により、9月18

日午後6時からに延期になりました。 

⑤日本ロータリークラブ創立百周年を祝う

会の祝賀会がオンライン配信に変更となりま

した。具体的な配信方法とか視聴方法につい

ては判明次第メール等で連絡いたしますので

今しばらくお待ちください。 

⑥6月に台湾にて開催を予定されている国際

大会ですが、これもコロナの関係ですが、す

べてバーチャルで開催されることになりまし

た。バーチャルで参加可能な方は是非ご参加

をお願いいたします。 

⑦訃報です。元会長で当RCのOBである

辻村様が4月にお亡くなりなったとの連絡が

ありましたので報告いたします。 

 

会員卓話 

 

 

 

 

 

 

兵頭英治会員  

城西国際大学はどこへ向かうのか 

～ 「大学」とは何か 

 

はじめに 

コロナ禍における大学の「オンライン授業」化 

オンライン授業の三つの極意 

①15分周期 

②本日のポイントは四つ 

③カンニングペーパー 

1 大学をめぐる環境要因～大学倒産の時代 

(1)城西国際大学の紹介 

(2)大学倒産時代に突入した大学 

     ～18歳人口はピーク時の４割減！ 

2 大学の歴史的変遷 

(1)大学の起源 

(2)中世ヨーロッパの大学の衰退 

(3)近代の大学の誕生 

(4)「ヴェルヘルム・フォン・フンボルト」 

について 

(5)日本の大学はどうやって始まったか 

～日本の大学の特徴 
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(6)情報化の破壊的なインパクト 

3 城西国際大学のこれからの挑戦 

  ～将来像について 

(1)国際基準の大学は必死 

(2)城西国際大学の三つの活路 

(3)もう一つ…「地域との協働」 

  ～課題解決の先進地域を目指しませんか 

4 最後に 

“local”にして“global”、”small”にして”big” 

東金RCの協力を得てSocitey5.0forSDGs 

実現を目指したい。 

 

委員会報告 

後藤陽功会員 

米山記念奨学会への寄付ご協力のお願い。 

奨学金が不足しており、通常の寄付金に加え、

個人・団体からの寄付をお願いします。 

 

 
髙橋邦夫会員 

千葉学芸高校野球部が春季千葉県高等学校

野球大会にて優勝しました。県大会での優勝は

東金市内および第７地区の高校の中では初め

てとなります。夏の選手権大会ではAシードと

して甲子園の出場を目指しますのでよりいっ

そうの応援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

今後の予定 

 

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(詳細未定) 

 

※ 今後も変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 

5月18日  

出席会員数      17名 

修正出席率      89.47 % 

     

ニコニコBOX   13,000円  

コインBOX     3,126円 

 

 


