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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 4 号 通巻第 2835 号 

第 2863 回 例会 

2019 年（令和元年）7 月 30 日 

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 

 

ガバナー補佐公式訪問 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

中村 隆則 会長 

「R-O-T-A-R-Y」 

小林 清益 幹事 

竹田屋 

中村 隆則 会長 

小林 清益 幹事 

 

堤 正広 ガバナー補佐 

 

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 

昨年の梅雨は6月中に明けたのに反して今

年はまだ梅雨明け宣言がありません。それど

ころか日照不足で野菜の価格が上がるなど市

場への影響も出始めています。私は自宅で野

菜を作っていますが日照不足で例年に比べ不

作で少し気落ちをする毎日が続いています。 

さて7月19日に経営者協会山武地区・印旛

地区合同の研修会がありました。その中で日

本橋高島屋総務部顧客グループ担当部長スト

アコンセルジュの方ををお呼びして「最高の

おもてなし、気遣い力とは」というテーマで

お話しいただきました。その中で幾つかお話

しいたします。この方が常に心がけているこ

ととして、まずは「お客様の立場に立って」

考え行動するということです。次にお客様の

質問に対して「ノーとは言わない」、3つめに

は「お客様の要望には真摯に対応すること」

だそうです。朝の開店時には、他の店員から1

歩下がった位置に待機して個々のお客様の動

きを観察し、それぞれが何をお求めになろう

としているのかを想像し見合った商品をお勧

めするそうです。また外国人の増加に伴い、

各国の言葉を理解するために個人的にスクー

ルに通い言葉や文化の勉強もしたそうです。

そうすることにより少しでも多くの国のお客

様にも対応できる努力を重ねたとのことで

す。またお客様との約束の時刻に対しては必

ず30分前には待機をしてお待ちするとのこと

でした。現在72歳ということですがとても

若々しく多忙な毎日をお過ごしのようでし

た。そんな中でも年に一度はご家族とハワイ

で1週間程度お過ごしになり家庭サービスを

心がけていらっしゃるとのお話でした。こん

なことも含めて、参考になる話満載の90分間

でした。皆様にも少しでも参考になればとお

話しいたしました。 

 

幹事報告 

         小林 清益 幹事 

1 議事録を作成いたしました。7月分の議

事録については既に作成がおわり議事録署名

人は古川会員にお願いいたしました。議事録

は常時事務局に置いてありますので、いつで

も確認をお願いいたします。 

２ RI規程審議会の参加報告の集いが7月

30日千葉市民会館で行われます。参加希望者

がいらっしゃいましたら申し込みをお願いし

ます。主な点についてはメイクアップの規定

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2862 回 RC 例会の記録 ＜7 月 23 日＞ 



============== ========Togane Rotary Club  2019-20 ===================== 

 

 

Page 3 

について大きな変更がありましたが、現在の

ところ2790地区については変更前の規定を引

き続き継続することでガバナー事務所より通

知がきております。 

３ 会員増強維持拡大セミナーが8月31日

にガーデンシティ千葉で行われます。当クラ

ブからは会長・幹事または増強委員会委員長

が参加予定です。 

4 地区からガバナーノミニー・デジグネイ

ト(2022-23ガバナー)の募集があります。もし

希望者がいらっしゃれば、推薦にはクラブ総

会の決議が必要ですので早めの申し出をお願

いします。 

5 次回３０日の例会は堤ガバナー補佐の公

式訪問になっており、ガバナー補佐から卓話

をいただきます。予定としてはまず午前中に

会長会議とガバナーとの懇談会があります。

例会後はクラブ協議会が開かれこれは会員全

員が出席します。その１部では会長・各委員

長がこれから１年間の方針について説明しガ

バナーから講評をいただきます。２部では直

前会長からクラブの課題と対策について発表

いただき講評をいただきます。３部で質疑応

答といった流れとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動計画書発表 

 クラブ奉仕委員会 

 管理運営委員会 

髙橋 邦夫 会員 

会員に対する奉仕を所管しており、会員

の皆様が楽しく充実した活動ができるよう

支援をしてまいります。国際ロータリーに

はマイロータリーというウェブサイトがあ

ります。是非登録と活用をお願いします。 

また管理運営委員会は出席管理や例会の

運営をいたします。第１例会についてはお

祝いなど行事が多く時間が短くなりがちで

あり、本年度は外部ではなく会員卓話とし

たいと考えております。8月には新任の東金

税務署長にお願いいたします。9月は60周

年記念例会がありますので、一般の外部卓

話は10月以降に企画したいと思います。ま

た外部卓話については会員の皆さんの紹介

を中心に進めたいと思いますので準備をお

願いします。 
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広報委員会 

          菅原 裕輔  会員 

 週報を中心に会員及び地域住民に対して

我々の活動を伝え理解していただくことを目

的としています。今後もこの活動を更に強化し、

地域との関わりを深めることにより、意欲ある

人々の入会へと繋がることも期待しておりま

す。そのために、1 週報の充実、2 ホームペー

ジの活用、3 外部広報の活用を中心に活動して

いきたいと考えます。 

 

 

職業奉仕委員会 

宮原 信道 会員 

 

ロータリーの原点である職業を通じた奉仕

の理想について理解し実践いたします。また職

場訪問等優秀従業員表彰などを奉仕活動の一

助にします。以前多古地域の小・中・高等学校

連携の話を聞いたことがありましたが、地域を

挙げて職業教育の実践を見聞きし感心しまし

たのでこのような取組も参考にしたいと思い

ます。 

 

  

ニコニコBOXへのご協力ありがとうございました。 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

7月23日 

出席会員数    17名 

出席率      94.44% 

コインBOX    2,547円            

ニコニコBOX        

（髙橋会員）                  

ニコニコボックス 

千葉学芸高校野球部ベスト１６で夏を終えまし

た。ご声援ありがとうございました。 

              髙橋 邦夫 会員 

8月・9月の予定 

 

8月 
 

6日 振替休会 

8日 ガバナー公式訪問 

27日 例会・卓話 

 

9月 
3日 理事会(11：30～) 

      例会 

     お誕生祝い 

10日 創立６０周年記念例会(エストーレホテル18:00) 

17日 祝日週休 

24日 ロータリー情報研修会 


