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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 
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第 62 巻 第 16 号 通巻第 2865 号 

第 2902 回 例会 

2021 年（令和 3 年）3 月 9 日 

水と衛生月間 
 
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 

誕生日祝 

結婚記念日祝 

 

奨学金授与 

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) 

 

 

小林 清益 副会長 

君が代 

我らの生業 

 

小林 清益 副会長 

 

後藤 陽功、兵頭 英治 

安藤 昇一、宇野 英雄、 

後藤 陽功 

ラクマーリ 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

小林 清益 副会長 

竹田屋 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

明けましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。 

さきほど理事会を開催いたしまして今後

の日程等について協議いたしました。結果

について詳しくは後ほど幹事から報告があ

りますのでご確認ください。現在はコロナ

ウイルス感染拡大を受けて、世の中いろい

ろと生活が変わり変則的な対応を求められ

窮屈な思いをしておりますが、それに反し

て今年の正月はお天気が素晴らしく良く

て、本来であれば成田山や香取神宮など県

内の参拝どころは大変な賑わいになったの

ではと想像します。しかし実際には感染拡

大をうけて残念ながら外出を自粛しご家庭

で過ごされた方が多かったのではないかと

思います。私も例年家族で成田山に初詣に

行くですが、今回は成田山から連絡があ

り、申し込んだところ、お札は年内に郵送

で届いた次第です。こんなことは初めてで

改めてコロナウイルス感染拡大が世界中で

大きく影響していることを認識いたしまし

た。事実、私の年齢になりますと、もし感

染してしまったら命の危険を感じるような

ことになりかねません。同年代の友人には

会合や会食にはいっさい参加しないと言っ

ている人も少なくありません。1月7日に

2度目の緊急事態宣言が発出されました

が、これはすぐには解決する問題ではあり

ません。今後しばらくはこのような特別な

環境の中でうまく適応して過ごして行くし

かないように思います。 

さて、本日理事会例会があるということ

でガバナー本部に今後のスケジュールにつ

いて確認をいたしました。具体的には昨年

10月に実施予定でした地区大会が5月に

延期されており、いまのところ9日・10

日で実施予定ということですが、それも今

後さらに縮小の可能性があるということで

す。それを受け、本来ならば毎回集まって

おこなう情報交換や懇親を深める場である

当会の例会についても今後大幅な縮小実施

が考えられます。そんな中で残り半年を切

った今年度ですができる限り可能な範囲で

行事をクリアしていきたいと思います。会

員の皆様にはご不便をおかけすると思いま

すが、今後もご協力をお願いいたします。

コロナ感染についてはお互いに敏感になっ

ていると思いますが、先ずはひとりひとり

の健康第一、十分ご注意をいただきながら

お過ごしいただければ思います。以上年頭

にあたり私のご挨拶とさせていただきま

す。 

 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2901 回 RC 例会の記録 ＜1 月 12 日＞ 
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幹事報告 

野口雅子幹事 

①先ほどの理事会において、今後の例会に

ついて検討いたしました。その結果、1月

7日発出の緊急事態宣言を受け、1月の今

後開催予定の例会、及び2月2日の例会

について臨時休会とすることが決定しまし

た。また、2月2日の例会を含めその後の

例会実施についても緊急事態宣言の実施状

況により変更の可能性があることを併せて

お伝えいたします。その際には何らかの方

法でご連絡いたします。 

②次年度の役員についてお手元に1月12

日現在の役員予定表が渡っていると思いま

す。理事会にて並木エレクトから報告があ

ったものです。今後さらに一部変更や追加

があるかもしれませんが現時点でのもので

すのでご確認ください。 

③バギオ基金から寄付金の依頼がきており

ます。こちらにつきましては当会としての

寄付はありません。個人的にお心のある方

は個人としての対応をお願いいたします。 

④このあと、千葉県からの感染拡大防止方

策について宇野会員から、また年度寄付等

に関して会計担当の大西会員から説明をい

ただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

⑤制定案について投票結果が出ています。

(1)出席報告の規定を削除する案 

(2)地区が案を提案するときの手続改正案 

(3)欠席のメイクアップを改正する案 

以上すべて賛成 

⑥2月13,14日に鴨川で予定されていたロ

ータリー青少年指導者養成プログラムは感

染予防のため中止 

⑦元奨学生のナレットから写真が届いて追

いますので後ほど秋葉会員から報告いただ

きます。 

コロナウイルス感染予防対策についてで

すが、洗顔が見落とされています。うがい

の際に洗顔を励行することで感染リスクが

大幅に減少します。同様に眼鏡・帽子の着

用も効果が大きいので心がけてください。 

 

婚記念日祝い 

岡本秀男会長 古川秀夫会員 
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奨学金授与 

 
岡本秀男会長   ラクマーリ 

 

会計担当より 

 
大西達也会計担当 

①ロータリー財団年次寄付後半分70ドル 

②地区関係 25 万円、米山記念奨学会普通

寄付後半分2,000×20人分 

 

感染予防対策について 

 

 

 

 

 

宇野英雄会員 

飲食に関してのリスクを回避するため、

飲食店の時短営業。不要不急、特に20時以

降の外出や大人数での会合を控える。三密

回避、ソーシャルディタンスの確保。マス

ク着用・手指の消毒・手洗いうがいなど基

本的な予防対策の実行。ひとりひとりが自

覚をもって行動すること。 

 

報告 

 
秋葉芳秀会員 

 当RC元奨学生のナレットが昨年秋に婚 

約をしたとお伝えしましたが、先日結婚 

式をあげたと報告がありました。皆様と共 

に彼らの幸福を願いたいと思います。 

 

1月12日 

出席会員数      15名 

修正出席率      88.23 % 

ニコニコBOX        5,000円    

コインBOX     1,874円 

 

 

                                 


