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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 25 号 通巻第 2874 号 

第 2911 回 最終例会 

2021 年（令和 3 年）6 月 29 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 

役員引継ぎ 

会員卓話 

 

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 

R-O-T-A-R-Y 

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 

竹田屋 
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会長挨拶 

岡本秀男会長 

いよいよローターリー年度の最終盤となり

私の会長任期も今週・来週を残すのみとなり

ましたが引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

さて今日のお話は、先般メールでも配信さ

れたと思いますが、我がクラブから第7地区

の次年度ガバナー補佐に就任される秋葉芳秀

会員が、この地区の会員向けに書かれた就任

挨拶文の内容についてです。秋葉会員はお仕

事が税理士ということで、その立場で書かれ

たと思われる文章です。特に印象に残ったの

は各クラブの会員拡大への取組についてで

す。具体的には外房地域は生産年齢人口が急

激に減少して様々な地域経済の疲弊を招き、

かつ農業では耕作放棄地が拡大するなど会員

数の減少により活動が低迷化するなどの諸問

題に直面しているということです。そのよう

な厳しい状況の中で、各クラブは会員増強に

向けてどんな取組をしていくか、一緒に考え

ましょうということでした。振り返って我が

クラブの状況を考えると、会員増強というこ

とがまさに当面最大の課題となっています。

秋葉会員にはこの地区のガバナー補佐として

德倉ガバナー補佐幹事とともに7月から始ま

ります新年度、是非ともご尽力の程お願い申

し上げます。 

いっぽう、今年度いっぱいで髙山会員と中

村会員が勇退されますが、本日、中村会員に

連絡をとりました。次回最終例会に顔を出し

ませんかとお誘いしましたが、生憎出張があ

り皆様にはどうかよろしくお伝えくださいと

のことでした。その中村会員の南総通運はこ

の地区では最大級の企業ですので、中村会員

勇退に際し、せっかくですから、南総通運か

らは新たな入会者の発掘をお願いしたいと思

います。ロータリークラブの組織が地域経済

の活性化と密接に関連している事に思いをい

たしながら担当の会員増強委員会のみなら

ず、すべての会員の努力をもって是非実現を

お願いします。その他に、既に入会が認めら

れている、平山さん、髙山会員の勇退に伴う

洋平さんの入会はじめ、鈴木会員増強委員長

の紹介により、具体的に氏名が上がっている

新たな入会希望者が複数いらっしゃるよう

で、7月の理事会以降、次々と入会審査が行わ

れますのでよろしくお願いいたします。 

そんな中で先日中村会員の南総通運にお伺

いしたときの話を紹介させていただきます。

その日は私の会社で今後重要な仕事を任すこ

とになる人間を伴っての訪問でしたが、中村

さんからは私よりも寧ろその人に向かって含

蓄のあるリーダー論をいただきました。中村

さんは社員として入社し、少しずつ頭角を現

して最後は取締役会長にまで登りつめて方で

すのでその一言一句には重みがありました。

その中で幾つかご紹介するとリーダーはすべ

てを自分で抱え処理するのではなく、しかる

べき人には仕事を任せ見守ることが次世代を

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2910 回 RC 例会の記録 ＜6 月 22 日＞ 
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育てるために重要だということです。次に失

敗を恐れてチャレンジしないと何も身につか

ず成長しない、失敗こそ人を育てる一番の教

材だということです。失敗しない人は仕事を

していない人だとまでおっしゃっていまし

た。三つ目は、人は性格や考え方の違いによ

りどうしても好き嫌いが生じてしまう、しか

し、そこで大事なことは、嫌な人や苦手な人

ほど積極的に面会し、話を聞けということで

した。繰り返し会話をすることで少しずつ意

識が変わり徐々に人間関係が築かれていくと

いう話でした。というわけで我が社の社員に

向けて、人材育成に関するとても大事な話を

していただきました。また、ロータリーとは

活動だけではなく人と人との出会いを築き和

を広げていく場であるともおっしゃってまし

た。加えて、勇退に際して皆様には是非宜し

くお伝えくださいとの事でした。 

最後に以前ご案内しました2790地区のロー

タリー談義がオンラインですが日曜日に行わ

れました。今回当クラブからは小林信雄会員

に参加していただきました。詳しくはこのあ

と報告をしていただきます。今年度の例会も

残すところあと1回となりました。次回は引

継ぎを兼ねた最終例会ですので奮ってのご参

加をお願いしまして私の挨拶といたします。 

東金商工会議所コロナウイルス感染防止対策 

１ 「密閉・密集・密接」の3 密を避ける。 

２ 座席の間隔や他人との適切な距離(１～２ｍ)を

確保する。 

３ 来場前に検温をし、発熱・せきなど体調不良の

時は参加をしない。 

４ 来場の際は必ずマスク着用。例会場では出入り

の際に消毒を徹底する。 

幹事報告 

野口雅子幹事 

①ロータリー談義ですが、オンラインで実

施されました。当会からは小林信雄会員に出

席していただきましたので、後ほど報告をし

ていただきます。 

②ロータリーの奉仕活動として9月12日

（日）に海岸清掃を行うというお話しをいた

しましたが、具体的にはオリンピックサーフ

ィン会場となります一宮町釣ヶ崎海岸近辺で

の実施となりました。因みにオリンピックサ

ーフィン日本代表選手の大原洋人選手・五十

嵐カノア選手は千葉県、東金市とも関係が深

い人達です。是非とも熱い応援をお願いいた

します。 
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委員会報告 

 
小林清益会員増強委員 

既に7月新年度から2名の新会員入会が

承認されておりますが、それに加えて数名の

入会希望者が候補になっております。すぐに

入会、入会の意思が固いがタイミングを図っ

ている、勧誘にもう少し時間がかかるなどそ

れぞれですが、次年度中に会員数25名を目標

に、鈴木会員増強委員長を中心に引き続き積

極的に会員増強を図ってまいります。 

 

ロータリー談義報告 

小林信雄会員 

 6月 20日のロータリー談義に参加しました。

今回は第3,6,7,10,12,13グループの代表に、主催

者側の堀内管理運営統括委員長、海實ロータリ

ー研修委員会委員長はじめ6名に漆原ガバナー、

宇佐美パストガバナーを招いて、ロータリーの

歴史や理念について再確認を行いました。この

談義の成果を持ち帰ってそれぞれのグループ

でリーダーシップと奉仕というロータリーの

理念に基づいた活動がさらに活発になるよう

にいかしたいと思います。 

 

6月22日  

 

出席会員数        13名 

修正出席率      81.25 %    

ニコニコBOX      

コインBOX     1,577円 

 

 

今後の予定 

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,ガバナー補佐公式訪問 

20日 祝日週休会 

27日 通常例会 

 

8月 3日 理事会・通常例会,ガバナー公式訪問 

誕生結婚祝 

10日 祝日週休会 

17日 夏期休会 

24日 通常例会 

31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。 


