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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 13 号 通巻第 2862 号 

第 2899 回 例会 

2020 年（令和 2 年）12 月 8 日 

疾病予防と治療月間 
 
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 

卓話 

 

 

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 

日本きりえ協会会員 

井上 瑞穂 様 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

かくじゅう 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

7月から岡本年度になり、はや5ヶ月

が経過し、今年もあとひと月を残すのみと

なりました。さきほどの理事会でも話題に

なりましたが、今年に限っては新型コロナ

ウイルス感染拡大ということで、世の中が

様変わりし、通常の1年ではありません

でした。皆さんも慣れない生活に苦慮され

ていることと思いますが、それでも在宅勤

務やテレワークといった新しい生活様式に

も少しずつ慣れてきたのではないでしょう

か。そんな中で一時落ち着いていたように

見えた感染状況がまた拡大傾向にあり、今

回は高齢者にも感染が広がり、重症者が増

えているという厳しい報告がされるように

なってきました。RCは人が集まる組織で

すので、各クラブは対策に頭を痛めている

ことだと思いますし、当クラブも適切に対

応していこうと考えています。 

また、地区再編問題については各地で

物議を醸しております。当クラブでは、第

7グループにおいては変更がないというこ

とで静観しておりました。しかし、なかな

か落ち着いてこない中、当クラブとしても

何らかの方向性を出すとともに回答を求め

られています。そこで執行部で検討の上、

回答していこうということになりました。

詳細については別途ご報告をいたします。

このあと総会が予定されており、会計報告

や並木会長エレクトから次期役員について

の報告等あるようですので、そちらに譲る

ことといたします。繰り返しになります

が、コロナ感染がみたび増加傾向にありま

す。会員の皆様にはくれぐれも感染対策を

怠らず健康にご留意いただくよう重ねてお

願いを申し上げ本日の挨拶といたします。 

 

幹事報告 

野口雅子幹事 

さきほどの理事会で検討したことを報告い

たします。 

①日本赤十字社から依頼のあった寄付金に

ついては、例年どおり実施します。 

②前回の例会で案内した1月12日予定の 

東金ビューRCとの合同移動例会について

は、ビューの方からの提案を受け、今回は

合同での実施はしないということで決定い

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2898 回 RC 例会の記録 ＜12 月 1 日＞ 
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たしました。従って1月の例会予定は4

ページ記載のとおりですが、12日に関し

ては通常例会の時間帯に東金RCのみの新

年例会として実施いたします。 

③ 下期会費納入の案内を配付しました。記載

の通り振込をお願いします。 

④青少年指導者養成プログラムが、来年2

月13日～14日の鴨川ユニバースホテルで

実施されます。会員の知り合いで該当者が

いた場合はご連絡ください。 

⑤女性会員のみの連絡ですが、予定されて

いたクリスマス会が5月29日に延期にな

りました。 

⑥寄付をしている東金ボーイスカウトから

団便りが来ておりますので後ほど回覧いた

します。併せて必要な手続きをお願いしま

す 

 

結婚記念日祝 

並木孝治会長エレクト 岡本秀男会長 

 

 

 

 

奨学金授与 

 
岡本秀男会長             ラクマーリ 

先日銚子RCで卓話をしてきました。そ

の時に、私が毎月いただいている奨学金の

中からスリランカの学生のために寄付して

いるという話をしました。そうすると銚子

RC で 5 万円の寄付をいただきました。私

はそのお金をすぐにスリランカに送りまし

た。銚子RCにはその送付票や私の気持ち

を書いたお礼状を送りました。 

 

総会 

 
並木孝治会長エレクト 

次年度役員の一部を以下の通り提案いた

します。残りについても次回までに報告い

たします。 
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会長 並木孝治 

幹事 後藤陽功、 

会長エレクト 徳倉基宏 

その他の理事（一部） 

岡本秀男、大西達也、秋葉芳秀、 

前嶋里奈、菅原裕輔、 

 投票多数により当選 

 

会計報告 

 
大西達也会計 

 

委員会報告 

 
小林信雄会員 

第 2790地区RLIロータリリーダーシップ

研究会実行委員会第1回第2回ブラッシュ

アップセミナーに参加して参りました。ブ

ラッシュアップというのは既に有している

知識や能力に更に磨きをかけるという意味

で、このセミナーは優れたリーダーが更に

卓越したリーダーシップを発揮できるよう

に高度な研修を行うことを目的としていま

す。会員の皆さんもそれぞれの立場で自己

研鑽をして、ロータリアンとしてのリーダ

ーシップを発揮してください。 

 

 

 

 

 

今後の予定 

12月 

15日 臨時休会 

22日 通常例会 

29日 年末休会 

1月 

5日 年始休会 

 12日 理事会、新年例会(通常例会形式)、 

誕生・結婚記念日祝、奨学金授与 

19日 通常例会、会員卓話 

26日 通常例会 

 

 

12月1日 

出席会員数      16名 

修正出席率      94.12 % 

ニコニコBOX            

コインBOX     1,778円 

 


