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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 12 号 通巻第 2861 号 

第 2898 回 例会 

2020 年（令和 2 年）12 月 1 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 

誕生祝 

結婚記念日祝 

奨学金授与 

総会 

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 

君が代 

奉仕の理想 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

野口 雅子 幹事 

鈴木康道 

高山友二・岡本秀男 

ラクマーリ 

 

 

親睦委員会,管理運営委員会 

岡本 秀男 会長 

みつはし 
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会長挨拶 

小林清益副会長 

岡本会長がお休みですので私が代行を

いたします。本日は先週のガバナー公式訪

問からすぐということもあり参加者がちょ

っとさみしい気がします。私は以前創立

40周年の時に会長をしておりました。そ

の後50周年の時には記念事業実行委員会

の委員長をやりました。更に60周年の時

は幹事をしておりまして、節目節目の時に

縁が深かったという印象です。周りを見渡

しても、4つのテストや綱領の掲示板など

60年という時間の経過を如実に物語って

おります。それを踏まえて皆さんにお願い

があります。次回12月1日の例会は当ク

ラブの総会ということになっております。

この時には次年度の役員を承認いただくと

いう大きな目的があります。さきほど理事

会を行いまして、詳細は後ほど幹事から報

告があると思いますが、現時点ではまだ残

念ながら役員がすべては決まっておりませ

ん。具体的には次期会長が会長エレクトの

並木さん、次期幹事が後藤さんということ

のみです。そこでお願いですが、次々年度

の会長、つまり次年度の会長エレクトの決

定についてご協力をいただきたいというこ

とです。できれば手を上げる、もしくは声

がかかったときに気持ちよくお引き受けい

ただきたいということです。ここのとこ

ろ、古い会員が複数回目の役員を引き受け

るということが続いております。いっぽう

新しく入会された方もおり、役員選定には

頭を悩ませております。そこで理事会では

役員の選定について会長エレクトの並木さ

ん、後藤次期幹事、岡本会長に委ねまし

た。是非皆さんには積極的なご協力をお願

いいたします。 

次に2790地区では会員減少によりグル

ープ再編が取り沙汰されております。我々

の第7グループは特に変更無く決定して

おりますが、改編の中心となっている第4

グループからは強い反対意見が出ておりま

す。そこで今回の改編についての詳細を纏

め、文書で会員の皆さんにお知らせするこ

とになりました。当ロータリーとしてはこ

のような大きな組織の改編については丁寧

かつすべての意見が吸い上げられるような

委員会の構成などが必要であるというスタ

ンスを取りたいと考えます。より良いロー

タリー活動をするにはどうすればよいか、

また今の苦境を打破するには何が必要かな

ど建設的な意見具申を行いたい言うことで

あります。加えて次年度は第7グループ

ガバナー補佐に秋葉さん、補佐幹事に徳倉

さんの就任が決まっており、このグループ

のリーダー的な立場になりますので、それ

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2897 回 RC 例会の記録 ＜11 月 17 日＞ 
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を踏まえて慎重かつ有効な取組をしていき

たいと考えておりますので皆様のご協力を

お願いしたいと思います。 

 

幹事報告 

野口雅子幹事 

①本日の理事会にて2020年規定審議会へ

の提出制定案は賛成と言うことで承認され

ました。 

②2021-22年度地区委員推薦の件で、皆様

にお尋ねをしております。推薦は本日をも

って終了としたいので、本日中の推薦がな

ければ当クラブとしては推薦者なしで報告

したいと思います。 

③ 次年度城西国際大学からのシニア・ウェル

ネス大学後援依頼については、次年度につい

ても例年通り当クラブで後援することといた

しました。 

④12月の例会についてですが、別表の

「今後の予定」通りですのでよろしくお願

いいたします。特に1日が理事会・総会

となり、海外交流イベント・清掃活動が中

止になったため、8日通常例会、15日臨

時休会、22日通常例会と変更になってお

ります。また1月については12日が最初

の例会となり、東金ビューRCとの新年合

同夜間移動例会（かくじゅう）となる予定

です。今後更に変更の可能性がありますが

お間違いなきようお願いいたします。 

⑤グループ再編については先ほど副会長か

ら話があったとおりですが、後日経緯を含

めて詳細をご報告させていただきます。 

⑥11月28日に奨学生のラクマーリ、小林

カウンセラーが米山青少年交流会に参加予

定となっていますのでご承知おきくださ

い。 

誕生祝 

古川秀夫会員 小林清益副会長 髙橋邦夫会員 

 

結婚記念日祝 

髙橋邦夫会員 小林清益副会長 鈴木康道会員 
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委員会報告 

宇野英雄管理運営委員長 

本年は国際交流パーティーがコロナ感染

予防対策として中止となりました。それに

代わり 15 日に中央公民館で国際交流講演

会として城西国際大学の高木准教授による

講演会が行われました。テーマは「外国人

に伝わる優しい日本語の基礎知識」でした。

母国語が日本語ではないという外国人にも

やさしく理解できる日本語ということで、

特に災害時など簡潔に伝わる日本語とは何

かといったこともお話しいただきました。 

 

その他 

 
鈴木康道会員 

 最近身の周りで起こった嬉しい出来事に

ついてお話しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

12月 

 1日 理事会、総会、誕生・結婚記念日祝 

   奨学金授与 

 8日 通常例会 

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 新年合同夜間移動例会（詳細未定） 

19日 理事会、総会、誕生・結婚記念日祝 

   奨学金授与 

26日 通常例会 

 

 

11月17日 

出席会員数      12名 

修正出席率      75.00 % 

ニコニコBOX        6,000円 

コインBOX     1,023円 

 

 

                              


