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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 1２号 通巻第 2843 号 

第 2874 回 例会 

2019 年（令和元年）11 月 26 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 

 

 

卓話 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「それでこそロータリー」 

 

小林 清益 幹事 

竹田屋 

中村 隆則会長 

小林 清益 幹事 

 

 

土肥 美木子 様 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 
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会長挨拶  

秋葉芳秀副会長  

会長不在のため代わって挨拶をいたしま

す。近況ですが、私は昨日いすみ市にある稲

作経営の再建に係る事案に関わってきまし

た。600人を超える地権者がおり200町歩に渡

る稲作の再建です。いすみ市長の賛同も得て

日本政策金融公庫に説明をし、資金提供を得

ようとする事案でした。精米をする際に生じ

る籾殻や糠を再利用するなどかなり斬新なア

イデアを提案しました。いすみ市からは統合

のために廃校になった場所や資金提供などの

協力を取り付けました。しかしそもそも新し

い事をやるというのは、ベンチャー企業など

特にそうかもしれませんが、成功の保証がな

いだけに、公庫としてはその再生案の成否に

ついては慎重にならざるを得ない。いくら丁

寧に説明してみても最後は、そのことを信用

してもらえるかもらえないかの事になってし

まいます。しかし、こちらとしても600人地

権者のためにもそう簡単には引き下がれな

い。結果はまだわかりませんが前向きに精一

杯努力したいと思っています。こんな事に携

わっているため最近は例会への出席もおぼつ

きませんが、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

幹事報告 

小林清益幹事 

1  12月14日（土）に午前中クリーン作戦と

いうことで清掃ボランティアを行います。午後

は国際交流パーティへ参加します。現時点で清

掃が11名、国際交流パーティへは13名の参加

がいただけます。詳細は後ほど宇野会員から説

明があります。 

２ 国際ロータリーからの連絡で、ロータリー

の行動規範にひとつ追加が発表されました。具

体的には5番目として「ロータリーの会合、行

事および活動においてハラスメントのない環

境を維持することを支援し、ハラスメントの疑

いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人

への報復が起こらないよう確認する。」このよ

うにハラスメントに関する規範が追加になり

ました。その他では規定審議会において多くの

改正がありましたが、基本的には会の運営自体

がかなり緩やかになってきたような印象を受

けております。 

３ 12月17日は今年の最終例会になります。

忘年会を兼ねた夜間移動例会と言うことで午

後６時から「竹田屋」を予定しております。12

月に入ってから出欠の案内を行いますので、是

非多くの会員の参加をお願いします。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2873 回 RC 例会の記録 ＜11 月 12 日＞ 
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宇野英雄SAA 

12月14日（土）の案内を申し上げます。 

クリーン作戦は例年のとおり、小さな親切運

動の一環として行います。集合場所は中央公園

で駅前公園通りを中心に行います。集合時刻は

9：30で、清掃活動は10：00から約1時間の予

定です。 

国際交流協会交流パーティは東金商工会議

所１階ホールで12:00から2時間の予定で行わ

れます。内容は東金高校箏曲部と城西国際大学

留学生の合同によるお琴の演奏、および折り紙

やけん玉など日本の遊びを外国の方達と楽し

むなどの企画があります。今回は東金市、当RC

が共催となっています。昨年同様ロータリーソ

ングなど歌で参加できればと思っております。

是非とも多くの会員の参加をお願いいたしま

す。 

                                                                                                                         

結婚祝い 

秋葉芳秀副会長   髙橋邦夫会員 

 

誕生祝い 

古川秀夫会員 秋葉芳秀副会長 髙橋邦夫会員 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-tm-6UzRRGt4/UYurc43vARI/AAAAAAAAR0A/M2dhgTPNSTY/s800/kouyou_temple.png
https://3.bp.blogspot.com/-Vd9_UP69TR8/VJ6XtvAuTaI/AAAAAAAAqPA/DqxFZTy-B5o/s800/syougakkou_souji.png
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その他（近況報告等）１ 

 

 

 

 

 

 

 

小林信雄会員 

先日、本会の鈴木康道会員が、長年にわた

る安全や防犯への貢献が評価され、千葉県警

察本部長から表彰されました。我がRCから

このような表彰者が出たことは喜ばしい限り

です。 

そもそもロータリークラブの中核となる価

値観は、「奉仕・親睦活動・多様性・高潔性・

リーダーシップ」であります。そしてこれら

をもって、いかに社会貢献・国際貢献をする

かですが、今回の表彰はこれら全てが認めら

れたといっても過言ではありません。さらに

表彰後のレセプションでは鈴木会員の奥様が

その功労を認められ東金警察署長から署長賞

を授与されたことも併せてご報告いたしま

す。我々の仲間がこのような表彰を受けるこ

とは私達にとってもとても名誉なことであ

り、改めて皆さんで拍手をもってお祝いいた

しましょう。 

 

その他（近況報告等）２ 

小林幹事より 

現在会員数は21名ですが、今年度の目標は

あと4名の増員です。現在数名の方と交渉中

ですが、更に多くの会員増を目指したいと思

います。会員の皆様のお知り合いで候補者が

いましたら積極的に推薦していただきたいと

思います。交渉にはチームで当たりますので

ご協力をお願いします。 

また、12月3日の例会は総会です。その総

会で2020-2021年度の役員の承認を行います

が、次期会長は現在の岡本会長エレクトが昇

任されますが、その他の役員については岡本

会長エレクトからお願いがあればどうか積極

的にご検討をお願いいたします。 

 

11月12日 

 

出席会員数     17名 

修正出席率     80.95% 

コインBOX          1,762円 

ニコニコBOX        4,000円 

(中村、髙橋、古川、鈴木康会員) 

                              

 

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)9:30集合 清掃活動、 

12:00～  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 


