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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 3 号 通巻第 2834 号 

第 2862 回 例会 

2019 年（令和元年）7 月 23 日 

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 

 

 

活動計画書発表 

委員会報告 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村 隆則 会長 

「それでこそロータリー」 

小林 清益 幹事 

みつはし 

中村 隆則 会長 

小林 清益 幹事 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

中村 隆則 会長 
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会長挨拶 

中村 隆則 会長 

鬱陶しい日々が続いております。今年の梅

雨は早く上がるとの予想でしたが、それに反

して日照時間が少ない日が多く、梅雨明けは7

月20日頃との予想に変わりました。もう少し

の辛抱と思います。 

さて会長として最初の例会挨拶となり話題

を探していましたが、今月のロータリーの友

からお話しいたします。会長挨拶として初め

でもありますのでロータリーの目的について

確認したいと思います。（以下抜粋） 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎

として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと

にある。具体的には、次の各項を奨励するこ

とにある。： 

第1 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること： 

第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社

会に奉仕する機会としてロータリアン

各自の職業を高潔なものにすること 

第３ ロータリアン一人一人が個人として、

また事業および社会生活において、

日々、奉仕の理念を実践すること： 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界

的ネットワークを通じて、国際理解、

親善、平和を推進すること。 

このように改めて目的を確認してみますと

その言葉ひとつひとつに重さと感銘を受けま

す。私自身も一人のロータリアンとして目的

を再認識して日々の実践に繋げていきたいと

思いますので、今年度１年間どうかよろしく

お願いいたします。 

 

幹事報告 

         小林 清益 幹事 

お手元に新年度の活動計画書をお渡しして

います。こんなに早く完成するのは始めてで

はないかと思います。会員の皆様には原稿を

早く提出いただき感謝いたします。何より編

集・印刷のご苦労をおかけしました髙橋会員

に心からお礼を申し上げます。併せて、９月

の６０周年記念例会のご家族様宛の案内状が

お手元にあるかと思います。是非ご家族共々

多くの参加を期待しております。また東金市

長はじめ地区のご来賓の皆様には、今後速や

かに直接あるいは郵送にて丁重にお誘いをす

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2861 回 RC 例会の記録 ＜7 月 9 日＞ 
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る予定でおります。当日は来賓を含めて８０

人弱の参加者になる見込みで、盛大かつ意義

深い式典にしていきたいと考えています。そ

の際に是非新入会員が複数、ガバナーから直

接バッジをいただけるようになれば何よりと

思っています。そのためにも会員の皆様には

人材の発掘と早めのご紹介をお願いします。 

 

 誕生祝い 

 
中村 隆則 会長 秋葉 芳秀会員 

 

 活動計画書発表 

 会計 

大西 達也 会計 

今年度は９月に６０周年記念例会を予定

していますので、そのための特別予算を計

上しています。また理事会等で会計状況を

確認されたときに速やかに報告できるよう

準備を進めておくようにいたします。また

今年度も飲食を伴う会合につきましては登

録費として徴収をいたしますのでご協力を

お願いいたします。 

 

幹事 

          小林 清益 幹事 

  今年度いちばんの目標は会員増強です。ま

た、P80に東金RC定款特例細則として休会に

ついて掲載していますのでご確認ください。 

 

S・A・A 

宇野 英雄 S・A・A 

クラブの規範を堅持しつつ、各委員会との連

携を密にして楽しく充実した例会運営を目指

していきたいと考えています。慣れませんが努

力してまいりますのでどうぞよろしくお願い

します。 
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クラブ研修委員会 

高山 友二 会員 

例会の冒頭に唱和する四つのテストは、「①

真実か②公平か③好意と友情は④みんなのた

めになるかどうか」と問うている。ロータリ

ーの原点である。最近の日本の社会世相は悲

しく辛い。世界も亦、戦火と難民の血涙が絶

えない。日本RCを創設した米山初代会長の

一生は、創意と奉仕であったという。RCの原

点に回帰して、その心を生かすよう他の委員

会と協調しつつクラブ研修をすすめたい。（原

文のとおり） 

 

ニューメンバーズサービス委員会 

    古川 秀夫 会員 

 ロータリーの原点である四つのテストの意

義を踏まえて、2年度以内に30名を大きな目

標として進めてまいりたいと思います。 

 

会員増強委員会 

秋葉 芳秀会員 

個人的な人脈のみでなくあらゆる機会を使

いながら積極的な増強活動を目指してまいり

ます。 

 

 親睦活動委員会 

         鈴木 康道 会員 

（木）日帰り小旅行など和やかなクラブ活動

を目指すことにより、RC活動を根底から支え

ていきたいと思います。 

  

ニコニコBOXへのご協力ありがとうございました。 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

7月9日 

出席会員数    17名 

出席率      85.00% 

コインBOX    1,676円            

ニコニコBOX     4,000円   

（秋葉会員、髙橋会員）                  


