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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 23 号 通巻第 2872 号 

第 2909 回 例会 

2021 年（令和 3 年）6 月 15 日 

ロータリー親睦活動月間 
 
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 

 

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 

 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

みつはし 

 



============== ========Togane Rotary Club  2020-21 ===================== 

 

 

Page 2 

会長挨拶 

岡本秀男会長 

以前にもお話ししたことがありますが、私

は週に3回ほど早朝に散歩をしています。私

の散歩道は自宅から雄蛇ヶ池から旧大和小学

校辺りを回るコースですが、その時に気がつ

いたことです。コースの途中にお寺があるの

ですが、今の時期はそのお寺の紫陽花が見事

です。色は白で大きな株になってきておりま

す。関東はまだ梅雨入り宣言は出ておりませ

んが、紫陽花といえば梅雨時にぴったりの花

で、葉っぱに露がついて、紫や赤や白のイメ

ージが強いですが、そこのお寺はすべて白の

紫陽花です。残念ながら今のところ今年は雨

が少なくしっとりとした感じにはなっていま

せんがこれから梅雨に入ればさらに見事な景

観になると思われます。 

ところで皆さんのワクチン接種の状況は如

何でしょうか。ロータリーは高齢者が多いの

で進んでいるかと思われます。私自身は4日

に第1回目を終了しました。副反応ですが打

ったときは何の違和感もなかったのですが、

夜になると打った左上腕が固くなり少し痛み

が出てきました。翌日には半日程度腕を上げ

るのに抵抗があるくらいでした。2回目はまだ

ですが、2回目の方がいろんな副反応がでると

いわれています。皆さんも一日も早くワクチ

ン接種が終了するといいですね。 

さて、私の会長任期は今日を入れてあと4

回となりました。先週その前と会員卓話をお

願いしましたが、今日はこのあと髙山会員に

卓話をお願いしております。いっぽう、年度

末でありますので今週来週再来週と各委員会

から反省および次年度目標について発表をお

願いしたいと思います。また今月最後の例会

ですが、通常でしたら夜間移動例会を実施す

るのですが、今年に関してはコロナウイルス

感染防止の意味を含めて通常例会の中でお弁

当の形で実施したいと考えておりますのでご

了承ください。以上残り少なくなりましたが

最後までよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

野口雅子幹事 

①国際ロータリー2790地区次年度地区予算

が決定したという報告がありました。後ほど

回覧しますのでご確認ください。 

②以前米山奨学生であったナレットさんか

らお手紙が来ております。のちほど秋葉会員

からお話しをいただきたいと思います。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2908 回 RC 例会の記録 ＜6 月 8 日＞ 
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③国際交流協会から資料がきておりますの

でこちらも後ほど回覧させていただきます。 

それから幹事報告ではありませんが、先ほ

ど会長からワクチン接種のお話しがありまし

たので少し付け加えさせていただきます。ワ

クチン接種ですが1回目の接種が終わった段

階で大丈夫と安心されている方がいらっしゃ

いますが、実は1回目の接種だけでは若干の

抗体しかできていない方が大半です。千葉県

では各市の集団接種会場、かかりつけ医、そ

して本日から受付が始まります蘇我の会場で

使用するファイザーのワクチンでは3週間後

に2回目をおこないますが、2回目が終わって

ほぼ10日後に抗体が全量出来上がることにな

っています。従いまして2回目のワクチン接

接種終了後も約2週間程度は現在行われてい

る感染予防対策を続けてください。以上、よ

ろしくお願いいたします。 

 

委員会報告 

 
原伸太郎会計担当 

 2021-22 年度の収支予算書については前回の

理事会に提出いたしました。概ね前期と同様の

予算書の組立になっております。引き続き一般

会計、ロータリー財団、米山記念奨学会基金特

別会計等について適正に処理をしていきたい

と考えております。そしてすべての資金を管理

しまして理事会から要請があればその都度ご

報告をいたします。また外部にて行われる飲食

を伴う会合につきましては、これまで同様、登

録料という名目で会費をいただいて開催をさ

せていただきたいと考えております。最終的に

剰余金が出た場合は特別会計に回したいと考

えています。 

 

米山奨学生の報告 

       秋葉芳秀会員 

以前奨学生だったナレット君ですが、最近連

絡がなかったので問合せをしてみました。元気

に働いているようです。建築事務所を開くとい

うのはまだ先になりそうですが、昼間は仕事を

して夜は大学に勤めているということでした。

ワクチン接種は既に打ち終わったとのことで

す。彼の若さで接種完了ということは日本はず

いぶん遅れているという印象です。彼は米山奨

学生の時に例会でよく社会貢献の話をしまし

た。具体的な事はまだ実現していませんが、社

会貢献という言葉が確実に頭に入っており何

れ実現をしてくれることでしょう。コロナが終

わって落ち着いたら夫婦でまた日本を訪れて

ほしいものです。 
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会員卓話 

髙山友二会員 

私は昭和 20 年終戦の当時、飛行第４戦隊と

いう防空戦隊に所属していました。山口県下関

郊外の小月（おづき）飛行場で北九州の防空を

主任務とする部隊でした。東京陸軍航空学校に

入ってから3年ほど経った頃でした。今日はこ

の頃にできた東金飛行場の話です。私は今94歳

半ばになり、75年の昔を振り返ってみてもはっ

きりした記憶は怪しいかもしれませんが少し

話をしてみたいと思います。終戦後復員して東

金に帰ってきたとき東金にも飛行場ができた

という話を聞いて驚きました。場所は豊成で、

以前は警察学校の屋上に上がると滑走路の形

がなんとなくわかったものです。現在は現地に

行ってみてもその面影はありません。今は警察

学校の近くに記念碑が建っています。この記念

碑は豊成村の出身で元県会議員の鈴木さんと

いう方が中心となって建立されたものです。そ

こには「本土防衛のあとを偲び平和を祈る故郷

の碑」とあります。この飛行場は昭和 19 年に

地元民の協力の下突貫工事で作られたが、1 年

と経たずに終戦を迎え解体することとなりま

した。この事実を後世に伝え、平和を祈念する

という意味で建立することとなったとありま

す。現在は東金に住んでいる人でこの飛行場の

存在を知っている人は殆どいないと思われま

す。なぜ東金に飛行場を作ったのか、私がなぜ

今日この話をするのかは次の理由によるもの

です。東金飛行場には第 28 戦隊が駐留してい

ました。双発機が 10 機あったそうです。その

隊長は上田少佐といって陸士52期の人でした。

私が水戸の陸軍航空通信学校を卒業して第４

戦隊に赴任した頃入れ替わるように 28 戦隊に

出て行ったということです。その後戦争末期は

倉庫に眠っているようなオンボロ飛行機まで

動員して特攻を仕掛けましたが、物量に圧倒的

な差があり全く歯がたたない状況でした。東京

を守るために東金飛行場は作られましたが、実

際には大きな成果を上げる間もなく短期で解

体することとなりました。その後この飛行場に

全国から集まっていた人達の多くがそのまま

東金に残り篠田部落を作ったと聞いています。

皆さんも一度現地に行ってこの碑を見ていた

だきもう二度と戦争はいけないことだと思っ

ていただければと思います。 

 今後の予定 

6月22日 通常例会 

(24日 親睦ゴルフ会 新千葉CC) 

29日 通常例会、役員引継 

7月 6日 理事会・通常例会 

新旧会長・幹事引継・誕生結婚祝 

13日 通常例会 

20日 祝日週休会 

27日 通常例会 

※ 今後、変更の可能性がありますので、 

ご注意ください。 

6月8日  

出席会員数      1７名 

修正出席率      8９.47 %    

ニコニコBOX   ９,000円  

コインBOX     1,637円 

 


