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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 

２０１９～２０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 61 巻第 17 号 通巻第 2848 号 

第 2884 回 例会 

2020 年（令和 2 年）3 月 3 日 

水と衛生月間 

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 

みつはし 

中村隆則会長 

小林清益幹事 

後藤陽功 

安藤昇一、宇野英雄、後藤陽功 

 

 

 

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肺炎について、いよい

よ日本国内での感染が大きくなってきまし

た。体温が37.5℃、あるいは高齢者は37.2℃

が４日連続出た場合は関係機関に相談の上、

医療機関の受診が勧められています。また大

型クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の対

応が賛否を呼んでいますが、実はこの船は英

国籍であり、国際法では旗国主義が適用され

ることになっており、日本政府によると日本

の法律を適用することが難しい面があるよう

です。乗客・乗員の国籍は日本のみならず多

くの国にまたがっており、各国との交渉にも

苦慮したようです。ようやく昨日から各国が

チャーター便で母国への移送を始めました。

また、このウイルス蔓延による経済の落ち込

みは益々拡大しており、国内はもとより、発

生源の中国をはじめ世界経済にはこれから大

きな影響が出てくることが予想されます。い

っぽうで東京マラソンのように各種イベント

にも影響が出始め、一番の懸念は東京オリン

ピック・パラリンピックの実施についてで

す。日本国民にとって大きな希望であり楽し

みでもあるこの行事についてなんとか実施で

きるように１日も早い終息を期待したいもの

です。 

幹事報告 

並木孝治前幹事 

本日は小林幹事お休みですので、代わって報

告いたします。 

１ 大網ロータリークラブ２０周年記念式典

について 

日時 3月15日(日) 

 記念式典点鐘14時30分 

場所 サンライズ九十九里 

(参加予定者) 

秋葉、並木、小林信、岡本、野口、小林清、

宮原、徳倉、後藤、前嶋 10名 

 

※ 事務局注 

この行事につきまして 2 月 26 日付け大

網RC 実行委員長・会長・幹事からのメ

ールにて新型コロナウイルス関連の影響

により中止になった旨連絡がありました。 

２ インターシティミーティング(IM) 

について 

日時 3月17日(火) 

 登録開始 13時30分 

開会点鐘 14時00分 

閉会点鐘 16時30分 

懇親会    17時～ 

場所 エストーレホテル 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2883 回 RC 例会の記録 ＜2 月 18 日＞ 
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欠席予定の方のみ事務局まで連絡をお願い

します。 

３ 地区主催チャリティーコンサート 

について 

日時 ３月27日(金) 

   開場   17時30分 

   開演   18時～ 

会場 船橋勤労市民センター 

 

※ 事務局注 

この行事につきまして2月20日付けで 

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー・                     

地区奉仕プロジェクト統括委員会・                 

地区青少年奉仕委員会からのメールにて

新型コロナウイルス関連の影響により中

止になった旨連絡がありました。 

 

情報提供および近況報告 

髙橋邦夫会員 

昨日千葉県よりコロナウイルス関連の情報

が提示されました。医療機関相談受診の目

安は厚生労働省で発表された通りですが、

この地区の担当相談窓口は山武保健所とな

っています。またこの地域では感染症対策

の病院として高根病院が指定されています。

その他千葉大学医学部などが指定されてい

ます。また、3 月 3 日に千葉学芸高校にて

卒業式を挙行いたしますのでよろしくお願

いします。 

高山友二会員 

靖国神社崇敬奉賛会より毎月送られてくる

「靖國」から抜粋してお持ちしましたのでお

読みください。各県に設置されている護国神

社の参拝者が減っているように聞いていま

す。悲惨な戦争をいつまでも忘れずに平和が

続くことを祈ります。 

                                                                                                           

小林信雄会員 

コロナウイルスの関連で各地で弊害が出て

います。いっぽうで我がロータリークラブ関

連でも、「職業奉仕」という言葉や「ロータリ

ーアクト」の取り扱いについて新しい考え方

が出てきています。今後いろんな議論が起き

てくると思います。先日の地区大会の席で話

題になったことですが、我が東金RCの活動

計画書が素晴らしい、他のどのクラブの計画
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書にも優るとお褒めの言葉をいただきまし

た。その計画書の裏表紙にも書かれています

が、ロータリーの目的、ロータリアンの行動

規範そして四つのテストを再確認しましょ

う。社会が混沌としている現代、ロータリー

の活動も多様化してきましたが、そんなとき

こそロータリー活動の中核となる価値観であ

る「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リー

ダーシップ」に立ち返って判断し、行動をし

ていきたいものです。 

 

宇野英雄会員 

2024年度から新１万円紙幣の顔に決まり、

2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」の主

人公であり、東京商工会議所設立に関わった

渋沢栄一についてお話しします。 

1840年埼玉の豪農に生まれた渋沢栄一は、

高崎城乗っ取り、横浜焼き討ちなどを企てる

が計画を中止して京都に出奔。後に徳川慶喜

に仕える。1867年徳川昭武に従ってフランス

に出立しパリ万博使節団となる。以後明治新

政府の民部省に出仕するも３年で辞職し実業

家として活躍する。当時の官尊民卑の風潮の

中、「論語と算盤」に表されるように民主導の

経済活動の必要性を説いた。当時大蔵卿であ

った大隈重信の相談を受け、かねてより欧米

にある商工会議所の設立に奔走した。その結

果1878年東京商法会議所が誕生し初代会頭に

就任する。その後も、帝国ホテル創立発起

人、札幌麦酒会社創立発起人総代、第一銀行

頭取、澁澤倉庫開業、東京電力創立取締役、

帝国劇場会社創立、日本放送協会創立顧問、

日本航空輸送会社創立委員長、また、日本実

業協会創立や日米協会創立名誉副会長、など

の公的な役職は枚挙にいとまがない。500の企

業を作り、600の社会公共事業に関わったとい

われている。 

併せて東金商工会議所は1961年に設立さ

れ、東金市の経済発展に大きく寄与してきま

した。また、本年７月１０日に東金商工会議

所開設６０周年を迎えます。その節にはまた

皆様にご参加いただければと思っていますの

でよろしくお願いします。 

 

 

3月のこれからの予定 

10日(火)第2885回例会,クラブ協議会 

17日(火)IM（第2886回）14:00点鐘 

エストーレホテル 

24日(火)第2887回例会 

31日(火)定款休会 

2月18日 

出席会員数      12名 

修正出席率      70.59% 

ニコニコBOX 

             

コインBOX          2,050円 

 


