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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 7 号 通巻第 2856 号 

第 2892 回 例会 

2020 年（令和 2 年）10 月 6 日 

経済と地域社会の発展月間／米山月間 
 
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 

お食事(持ち帰り弁当) 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生祝 

 

 

結婚記念日祝 

 

 

奨学金授与 

会員卓話（近況報告） 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

岡本 秀男 会長 

君が代・奉仕の理想 

野口 雅子 幹事 

みつはし 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

土肥 美木子・高山 友二 

野口 雅子・宇野 英雄 

小林 清益・中村 隆則 

野口 雅子・大西 達也 

並木 孝治・土肥 美木子 

濱井 清之(事) 

ラクマーリ 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日はガバナーエレクトの梶原等様、

道の駅「みのりの郷」駅長の今関雅喜にお

出でいただいています。今関様には後ほど

卓話をお願いしております。東金の名産品

「東金天門どう」誕生秘話をお聞かせいた

だけるということで私自身大変楽しみにし

ております。 

新年度に入りコロナの影響で例会は予

定通りとはいかない実施状況で、9月最後

の今回で6回目の開催となります。しか

しここに来てイベント開催について徐々に

緩和される方向でもあり、10月からは本

来の予定通りの開催を計画しておりますの

で是非100％の参加率をを目指してお集ま

りください。 

さて日曜日に終了しました大相撲では

熊本出身の関脇正代が優勝しました。熊本

といえば2年前の大地震をはじめ今年も

大雨による球磨川の氾濫で人吉など大きな

被害を被りました。そんな中で熊本出身の

力士では史上初めての優勝ということで、

熊本県民にとっては大きな励みになったこ

とでしょう。さらに大関昇進がほぼ決定と

いうことで喜びも一入ということではない

でしょうか。 

いっぽうで菅義偉氏が新総理大臣に就

任しました。菅氏は秋田県湯沢市出身とい

うことですが、実は私の家内が同じ湯沢市

出身であり地元では大いに盛り上がってい

るようです。菅氏は湯沢市の中でも秋田県

最古の温泉郷といわれる秋の宮温泉の出身

ということで、先ほどの熊本の正代関同

様、地元では喜びに沸いているそうです。

世の中、コロナ禍により新しい生活様式が

求められ、会社経営も厳しい状況が続いて

おりますが、先ほどのような明るいニュー

スなどを糧に試行錯誤しながらロータリー

活動も含めて前へ進めていきたいと思って

おりますのでよろしくお願いします。 

 

 幹事報告 

野口雅子幹事 

①管理運営統括の三委員会合同セミナーが

10月17日(土)13:00からTKPガーデンシ

ティ千葉で開催されます。当会からは岡本

会長が参加予定です。三委員会の奉仕・会

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2891 回 RC 例会の記録 ＜9 月 29 日＞ 
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員増強、広報、親睦の委員長さん達はセミ

ナー修了後会長から報告を受けていただき

たいと思います。 

②ラクマーニ奨学生が 10 月に銚子 RC の

卓話に参加することになりました。同様に

当クラブでも他クラブ所属の奨学生の卓話

参加を積極的にご検討ください。 

③米山奨学生・カウンセラー視察研修事業

の案内が来ております。期日は10月25

日～26日でホテルブルーベリーヒルズ勝

浦にて開催されます。 

④米山ロータリーより 2019 年度の決算報

告書が来ています。回覧しますのでご覧く

ださい。また米山では賛助会員を募集して

います。 

⑤10月 18日の夜間移動例会について再度

確認のため回覧しますのでご記入がまだ

の方、変更のある方ご記入をお願いします。 

 

ガバナーエレクト来訪 

梶原等ガバナーエレクト 

 現在、地区の再編と次期ガバナー補佐の

人選を進めていますが、この第7地区にお

いてはグループの入換もなく、推薦いただ

いた当会の秋葉芳秀会員をガバナー補佐に

そのまま任命の予定です。どうかよろしく

お願いします。 

 

卓話 

今関雅喜みのりの郷駅長 

道の駅「みのりの郷東金」は東金市第３

セクター「東金元気づくり株式会社」の指

定を受け 2014 年 4 月に開業し、昨年度は

100万人の来場がありました。また2018年

に東金市が敷地内に東金市独自産業加工施

設を建設しました。そこで我々は地元の農

家と共に独自産業化に取り組むため、東金

ブランドを担う新たな商品開発を行うこと

といたしました。本日は東金市の農産物を

使用した新感覚ベジ・スイーツ「東金天門

どう」開発の道のりについてお話しさせて

いただきます。そもそも「てんもんどう」

とは「クサスギカズラ」の別称でもありま

すが、千葉県そしてこの東金地方では古く

から農産物（主に柑橘類や根生姜）を蜜で

炊いて乾燥させたものを『てんもんどう』

と呼び珍重されてきました。商品開発にあ

たり「東金の特産品となる農産物は何か？」
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を考え抜きました。東金といえば徳川家康

公お手植え蜜柑に由来する「ゆず」は欠か

せません。いちごやぶどう、プラムも収穫

でき、野菜も多品目生産されています。こ

のような中、季節に応じて様々な農産物を

有効に活用しながら、「贈答品として耐えう

る地元の逸品づくり」を目指し、東金の歴

史や文化を掘り下げながら見出したのが

『てんもんどう』でした。そして１年の商

品開発期間を経て、古きを大切にした新し

い味をご提供できることとなりました。開

発にあたっては、素材の厳選、調理方法や

味付け、また商品パッケージデザインから

販路開拓・流通、そして販売方法まで多く

の専門家の方々のご協力をいただきました。

そして紹介のためのイベント計画、ネット

を使った商品紹介など多くの工夫を重ねな

がら販売にこぎ着けました。さらに季節に

応じた商品開発、また道の駅で販売してい

る農産物の過剰品を商品に利用するなどの

工夫を加えました。現在は多種の農産物を

加工していますが、今後も新たな工夫、ブ

ラッシュアップを行いながらより良い商品

の開発に取り組んでまいります。本日はサ

ンプルを持参しましたので、会員の皆様に

試食いただき忌憚のない貴重なご意見を伺

えればと思っております。今後とも「みの

りの郷東金」および「東金天門どう」をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

寄付紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

     宇野英雄会員 

後藤陽功会員が代表を務めるプラネット

化学研究所様より東金商工会議所に消毒用

としてアルコール度数 70％のエタノール

缶を 30 缶寄付いただきました。その一部

はRCでも使っていただきたいと思います。

後藤会員ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

9月15日 

出席会員数      17名 

修正出席率      89.47 % 

ニコニコBOX    3,000円 

コインBOX          1,495円 

           

 

10月の予定 

10月 

6日 理事会、例会、誕生祝い・結婚祝い 

13日 例会 

 18日 夜間新入会員歓迎移動例会 

(土) ニュー太洋17:00~ 

20日 振替休会 

27日 ガバナー補佐公式訪問 

 


