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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 8 号 通巻第 2857 号 

第 2893 回 例会 

2020 年（令和 2 年）10 月 13 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 

卓話 

 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

岡本 秀男 会長 

我らの生業 

野口 雅子 幹事 

竹田屋 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

東金税務署長 

納  洋一 様 

 

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 

ロータリークラブでは新年度になって

から本来ならば10月11月12月はクラブ

として多くの行事を予定しており大変忙し

い時期であります。ところが今年に限って

はコロナウイルス感染拡大の関係でその行

事の実施について大きな影響を受けていま

す。まずは10月予定の情報研究会が中止

になりました。また12月には例年、国際

交流協会主催の国際交流パーティが予定さ

れておりますが、現在のところ中止の方向

で検討されているやに聞いております。い

っぽうで実施できる行事の方ですが、今月

27日にはガバナー補佐の公式訪問が予定

されています。実は本日ガバナー補佐本人

が事前に本クラブに挨拶に来られるという

話があったのですが、先ほど急用ができ本

日は来られなくなったとのことでした。ま

た、18日は新会員２名の歓迎会を兼ねた

夜間移動例会を予定しておりますので奮っ

てご参加ください。来月になりまして12

日（木曜日）ですが漆原ガバナーの公式訪

問が予定されています。この週はまず10

日（火）に理事会・例会を実施します。そ

して間を置かずにその週にガバナー訪問と

いう日程になります。これについてはビュ

ーロータリーとの合同開催であることが理

由ですので難しいところはありますが是非

ご理解をお願いいたします。このガバナー

訪問については通常の例会とは異なり、午

前中にお見えになったガバナーとふたつの

クラブの会長・幹事が事前に説明をおこな

います。例会終了後には一般会員を含めて

活動計画についての説明や質疑応答を行

い、例年ですと午後３時近くまでかかるこ

とがあります。ところが今年はコロナの影

響で三密を避けるという目的からもこの一

連の日程について大きく見直し、できれば

通常の例会終了時刻を目途に散会できるよ

うに当局と折衝中であります。詳細が決ま

り次第皆様に連絡いたします。その後の予

定については今のところ年間計画通りに進

めたいと考えております。 

また理事会で話題になったことですが

会員増強についてです。当初はもう少し多

くの方が新たに参加いただける可能性があ

ったのですが、このコロナ禍で企業経営が

困難をきたしており、なかなか上手く進ま

ないのが現状です。それだけに我々ロータ

リーの活動自体がより魅力のあるものにな

っていくことが、会員増強に直接繋がって

いくことになると考えます。その事を踏ま

えて、これから年末に向けてのロータリー

活動、例会活動をより充実させていくこと

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2891 回 RC 例会の記録 ＜10 月 6 日＞ 
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が肝要かと考えますので引き続き皆さんの

協力をいただきながらより良い運営を進め

てまいりたいと思います。 

 

 幹事報告 

野口雅子幹事 

①今月27日にガバナー補佐訪問、11月

12日(木)にガバナー訪問が予定されてい

ます。特に11月については、第1週の3

日が祝日休会ですので、その月の最初の例

会は10日(火)、中1日をおいてガバナー

訪問となっていますのでご確認ください。

またガバナー訪問については、例年ビュー

ロータロリーとの合同開催となっていま

す。会場はこの商工会議所を使用します

が、人数との兼ね合いで１階のホールを予

定しています。 

②会員増強については後ほど鈴木会員増強

委員長からお話しいただきます。 

③ボーイススカウト東金第１団から寄付の

お願いがきています。例年通り1万円の

寄付をすることといたしました。 

④次年度にも米山奨学生の受け入れをする

か確認がきています。例年通り、城西国際

大学に紹介いただくということで受け入れ

をする方向で進めます。 

⑤青少年奉仕育成セミナーが11月28日

（土）に千葉市文化センターで行われま

す。参加要件に役職の制限がないので希望

の方は私までご連絡ください。 

⑥12月19日(土)に女性の交流会がTKP

ガーデンシティ千葉において午後7時か

ら行われます。参加いただける方はご連絡

ください。 

⑦来年2月13日(土)～14日(日)にかけて

21世紀リーダーセミナーが鴨川ユニバー

スホテルで開催されます。地域の高校生・

大学生を推薦いただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

誕生祝い 

小林清益会員  岡本秀男会長  野口雅子会員 

中村隆則会員  宇野英雄会員 

 

https://1.bp.blogspot.com/-RpmsxIr4dPg/UYG_s7wZ59I/AAAAAAAARCo/OIOGEwufm1g/s800/birthday_present.png
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結婚記念日祝い 

野口雅子会員  岡本秀男会長   濱井清之 

    並木孝治会員   大西達也会員 

 

奨学金授与 

 
岡本秀男会長     ラクマーニ 

今年はコロナで学生生活も思うようには

はかどりませんが、皆さんからいただいて

いるこの奨学金のおかげで本当に助かって

います。 

来月初めの例会でスリランカについてプ

レゼンテーションをする予定ですので楽し

みにしていてください。また今月 21 日は

銚子RCに行って卓話をします。今後とも

どうぞよろしくお願いします。 

委員会報告 

鈴木康道 会員増強委員長 

今年のRCの運営はコロナの影響で大変

な状況ですが、その中にあっても、常に奉

仕の精神を忘れずまた会員相互の親睦を深

め東金RCとしての理念を進めて行きたい

と考えます。その基本を繋げていただける

方の推薦をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

10月6日 

出席会員数      17名 

修正出席率      94.44 % 

コインBOX          3,030円 

  

10月11月の予定 

10月 

 18日(土) 夜間新入会員歓迎移動例会 

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 

11月 

3日 祝日週休会 

10日 理事会、誕生・結婚記念日祝 

12日(木)ガバナー公式訪問 

17日 振替休会 

24日 祝日週休会 

 


