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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 61 巻第 15 号 通巻第 2846 号 

第 2881 回 例会 

2020 年（令和２年）2 月 4 日 

平和構築と紛争予防月間 

12:30 点鐘 商工会議所 4 階例会場 

 

2019～2020 年度 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

国際ロータリー会長 

     マーク・ダニエル・マローニー 

第 2790 地区ガバナー  諸 岡 靖 彦 

第７グループ 

ガバナー補佐  堤   正 広 

会長 中 村 隆 則 

〃      幹事 小 林 清 益 

 

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 

会長挨拶 

幹事報告 

誕生日祝 

結婚記念日祝 

会員近況報告 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村隆則会長 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

小林 清益幹事 

竹田屋 

中村 隆則会長 

小林 清益幹事 

宮原信道、大西達也、安藤昇一 

小林信雄、小林清益、秋葉芳秀 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

中村隆則会長 
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会長挨拶  

中村隆則会長  

・新型コロナウイルスの蔓延から派生してい

る世界中での株価下落、観光客激減による経

済への影響等の懸念があり早い収束を願うば

かり。 

・今年の景気については厳しい予測が多いが

本日は当クラブロータアリアンの中から複数

名に以下専門の立場での今年度の経済状況等

についてのアドバイスを頂きたい。 

・２月からタクシー料金が大きく変わること

になっている。 

 

古川秀夫会員 

・私のモットーは「いつでもチャンス」 

会社を興して５０年近くになるが、売上が前

年を下回ったのは１度しかない。 

・今年度１０月頃ま前年比マイナスだったが

なんとかプラスにできそうになってきた 

・相変わらず人手不足だが、これもチャンス

と捉え取り組んでいきたい。       

 

秋葉芳秀会員 

・昨年からいすみ市の事業で地域農業の立て

直し支援を行っている。その一環として米の

籾殻を使った容器を開発している。廃校にな

った小学校跡地を利用し、先日発表された企

業向けイノベーション税制を活用して何とか

実現にこぎ着けるべく努力している。 

 

大西達也会員 

・東金支店は山武郡市５ヶ店の中枢である。

地域の特色は２０万人程度いる人口のうち、

高齢者が占める割合が大きいことである。そ

んな中で銀行が売上を伸ばして行くために現

在取り組んでいることの一つに医療機関との

取引や投資がある。また積極的に遺産相続や

遺品整理に取り組んでいるのが現状。 

・エリアの特色や状況に応じた戦略が求めら

れている。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2880 回 RC 例会の記録 ＜1 月 28 日＞ 
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幹事報告 

小林清益幹事 

調査中の３月１５日実施予定の大網 RC２０周年

記念式典について、積極的に参加ください。 

 

結婚記念日祝 

中村隆則会長     古川秀夫会員 

 

お知ら

せ                                                                                                                       

野口雅子会員 

新型コロナウイルス感染の影響でマスクや防

護服が不足しています。近隣でそれらの製造

に関わる業者を積極的に紹介願います。 

 

卓話 
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土肥美紀子さん 

本日は沢山のサッシュを持参しました。そ

の中のひとつは、東金市特産品PR大使のも

のです。少しでも地元に貢献できたらと務め

ています。その他は2017年から関わっている

「ミセスアジアシュプリイム」というマレー

シアから始まった女性の生活支援のためのイ

ベントのものです。私とこのイベントとの関

わりですが、私は１５年くらい前から、出身

地である東金・山武地域や千葉県の房総エリ

アでフラメンコ教室やイベントをしていまし

た。しかし実施にあたり会場の確保など困難

がありました。同様に私達ミセスの年代で、

社会で活躍しようと思っていてもなかなかそ

のチャンスが与えられない女性達が多くいる

ことを知りました。いっぽうで自分のふるさ

とであるこの東金市が最近なんとなく元気が

なくさみしく思っていました。何か打開策が

ないか模索していたときにこのイベントを知

りました。そこで自分自身がこのイベント

に挑戦することにしたのです。運良くグラ

ンプリを獲得することができ、このような

ティアラなどをいただいたとともに、なん

と日本代表を決める大会を招致する権利を

取得することができたのです。そこで私は

躊躇なくその大会を東金市で開催したいと

考えました。ところがイベント主催者に

は、東金市の知名度が低いことを理由に大

反対されました。しかし私は多くの方に地

元東金の魅力を知っていただきたいと思

い、諦めず粘り強く交渉を続け、ようやく

昨年実施にこぎ着けることができました。

実施にあたり地元東金の企業はもとより多

くの皆さんのご支援・ご協力があったこと

はいうまでもありません。今も感謝の気持

ちでいっぱいです。実施にあたり主催者から

は小さな町なので参加者や後援者に対して不

安を訴えられましたが、実際には多くの参加

者を得て大成功を収めました。そして東金出

身であるこの大会の優勝者がクアラルンプー

ルの世界大会でもグランプリを獲得いたしま

した。その結果今年も東金市で大会を実施す

ることが決定し現在準備を進めているところ

です。ところがその大会ですが主催団体のト

2月の予定 

9日(土)地区大会9:30点鐘 APAホテル 

（第2882回） 

11日(火)祝日休会 

18日(火)第2883回例会 

25日(火)祝日週休会 

3月の予定 

３日(火)理事会,第2884回例会,誕生祝・結婚祝, 

会員近況報告 

10日(火)第2885回例会,クラブ協議会 

15日(日)※大網RC20周年祝賀会 

    サンライズ九十九里(14:30~) 

17日(火)IM東金文化会館（第2886回） 

24日(木)第2887回例会 

31日(火)定款休会 
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ラブルがあり、アジア大会と日本大会のふた

つの大会に分かれてしまいました。その結果 

５月に東金で実施するミセスアジアシュプリ

イム千葉大会、１０月には昨年の台風被害の

復興支援を兼ねて外房エリアで開催すること

としたミセスジャパン千葉大会を実施するこ

ととなりました。具体的にはまだ未定です

が、どちらも今まで以上に多くの企業や個人

の皆さんの協力なしには実現いたしません。

是非東金RCの皆さんの強力なご支援をお願

いします。私は今年も是非成功させたいと願

っていますので、参加者の紹介を含めて引き

続きご協力をお願いいたします。 

 

1月28日 

出席会員数      14名 

修正出席率      78.68% 

コインBOX          2,450円 

 

                                 


