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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 22 号 通巻第 2871 号 

第 2908 回 例会 

2021 年（令和 3 年）6 月 8 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 

我らの生業 

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 

かくじゅう 

 



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

 

 

Page 2 

会長挨拶 

岡本秀男会長 

本日は６月最初の例会であり、先ほど理事

会を開催いたしました。私自身は朝ほどイレ

ギュラーがありまして、少し遅刻をしてしま

いましたが、小林副会長のリードで始めてい

ただきました。というわけで本日は会長挨拶

がいつものように準備できず、とりとめのた

い話になるかもしれませんがどうかご容赦く

ださい。 

まずはご報告です。昨年度財団への寄付が

100％達成できたということで達成記念ペナン

トが届きました。本来ですと地区大会の会場

で表彰されるのですが、ご存知のように本年

はリモートでの開催でしたので先日郵送され

てきました。 

次に新会員情報です。7月から希望していた

平山修也新会員の入会が認められその後異議

がないということで正式に認められました。

それに加えて今回は髙山会員のお孫様にあた

る髙山洋平様から入会届けが提出され理事会

で承認されました。1週間経って異議が出なけ

れば正式に決定いたします。これに伴いまし

て髙山友二会員が今月いっぱいをもちまして

退会されることになりました。髙山会員は

1980年9月入会ということで41年間に渡る

ロータリアン活動になります。私としまして

はこれだけ長いキャリアと経験の大先輩が勇

退されるということは誠に残念ではあります

が、お孫様との交代ということであり、若返

り、世代交代という意味で発展的に考えたい

と思います。とはいえ、勇退まで今月はまだ4

回の例会があります。髙山会員にはその中で

是非これまでの経験を踏まえたお話をいただ

きたいと考えておりますのでどうかよろしく

お願いいたします。 

また、いっぽう中村隆則会員ですが、こち

らも6月25日の株主総会をもちまして南総通

運を退かれることになり、RCからも退会され

ることになりました。会員増強の意味からも

南総通運様には後任の方に引き続き当RCに

入会していただけるよう、全力を挙げて働き

かけをしていきたいと考えております。 

本日は月初め、1日の例会・理事会です。私

事になりますが本日は私自身の74回目の誕生

日でもあります。私は毎日健康維持の意味を

含めて早朝散歩をしております。5時起きで約

5㎞を歩きます。その時刻に散歩をしています

と毎日同じ人達と顔をあわせます。習慣とい

うのは不思議なもので同じことを繰り返して

いると身体が自然に動き出します。早起きは

三文の徳といいますが、散歩のあと事務所で

今日一日の仕事の準備をいたしますが、その

おかげで毎日の仕事がスムーズに動き誠に順

調な一日となります。良い習慣は今後も続け

ていきたいと考えています。 

このあと飯田会員に会員卓話をおねがいし

ておりますが、次回から残り4回の例会は今

年度の反省と次年度に向けた委員会報告が中

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2907 回 RC 例会の記録 ＜6 月 1 日＞ 
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心となります。あとわずかですが重要な例会

となりますのでよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
野口雅子幹事 

①会長からも紹介がありましたが、中村会

員が今月で退会されるにことに伴い、次年度

の役員案に変更があり理事会で承認されまし

た。また同じく監査役ですが前々会長の古川

会員にお願いすることになりました。 

②6月の今後の例会ですが、予定通り8日と

22日は今年度の反省および次年度に向けた委

員会報告を行います。また29日の最終例会で

すが、本来ですと役員引継ぎということで夜

間移動例会を行うのですが、このようなコロ

ナ禍ですので通常例会の時間帯でお弁当の形

式で引継ぎ会として実施することになりまし

た。 

③新入会員に関することですが、平山様に

関しては、異議がなく入会が承認されまし

た。また髙山洋平様に関しましては先ほど理

事会で承認されました。配付した資料を確認

いただき異議がある場合は7日以内に書面で

お届けください。異議がなければ入会となり

ます。 

④ロータリーの研修ですがすべてバーチャ

ルで実施となりました。参加いただける方は

是非バーチャルでご参加ください。 

⑤ローテックスの分科会が6月12日に

ZOOMでの開催に変更になりました。 

⑥秋葉次期ガバナー補佐からの報告 

1)9月12日(日)に海岸清掃環境保全プロジ

ェクトの一環として、この地区では九十九里

浜の清掃活動を行う可能性あり 

2)10月24日世界ポリオデーとして国内外で

各種イベントを企画する。 

 

誕生日祝い 

 
岡本秀男会員 小林信雄会員 

並木孝治エレクト       濱井清之事務局 

結婚記念日祝い 

 
  岡本秀男会長       前嶋里奈会員 
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会員卓話 

 

 

 

 

 

 

飯田重行会員  

 香取郡東庄町の出身です。団塊の世代の末尾

にあたる生まれです。子ども頃の最大の思い出

は 1964 年の東京オリンピックです。特に印象

深いのは開会式の入場行進と柔道無差別級で

のへーシンク選手の優勝でした。その後、近畿

日本ツーリストに就職し千葉など幾つかの支

店長を務めました。旅行業に携わる中で強く感

じたのは地域との繋がりでした。部長として本

社に戻り、そこでの大きな仕事として 2020 東

京オリンピックの招致がありました。エネルギ

ーを注いだ仕事でしたので、コロナで大変です

がいい方向で実現できるといいなと思ってい

ます。その後相鉄観光で社長として経営に携わ

り貴重な体験をすることができました。人生の

後半に入り、子どもの頃に父から勧めがあった

富士山登山を思いつき、山頂での景色や達成感

に感動を覚えて計3度登頂しました。また今は

四国八十八カ所巡礼を続けています。この巡礼

での地元の人や共に歩く人達との出会いと別

れ、そして多くの体験が現在最大の楽しみです。

４月から仕事が始まり巡礼は止まっています

が何年かけても最後まで到達できるよう少し

ずつ進めていきたいと考えています。 

私は東金とはこれまで縁がありませんでし

たが、そういった立場で何か地元に貢献できる

ことがあれば精一杯努めたいと思っておりま

すので、今後ともどうかよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

今後の予定 

 

6月15日 通常例会 

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1日  

出席会員数      16名 

修正出席率      88.89 % 

     

ニコニコBOX   16,000円  

コインBOX     1,945円 

 

 


