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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 13 号 通巻第 2844 号 

第 2875 回 例会 

2019 年（令和元年）12 月 3 日 

疾病予防と治療月間 

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 

総会 

クラブ協議会 

 

ニコニコ BOX 発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

 

 

「君が代」 

「奉仕の理想」 

 

小林 清益 幹事 

かしま 

中村 隆則会長 

小林 清益 幹事 

鈴木康道（会員） 

髙山友二、岡本秀男（会員） 

 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 
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会長挨拶  

中村隆則会長  

本日は東金ビューＲＣ市東会長がお見えに

なっており、今日は皆様にご連絡があるそう

ですので後ほどお話しいただきます。 

さて、昨日は温暖で過ごしやすい1日でし

たが本日は急に寒くなり年末の寒さだそうで

す。今年もあと一ヶ月ちょっとを残すのみと

なり早くも忘年会シーズンに突入した感があ

ります。今年を振り返りますと第1はなんと

言っても新天皇の即位に伴う年号の変更や儀

式等の関連行事ということになります。また

本県でも大きな影響があった気象関係の被害

です。今日も台風28号が発生したとかで、11

月に6個の台風発生というのは過去最多に並

ぶそうです。次に気になったのは日韓の軍事

情報包括保護協定について韓国側の一方的な

理由により継続できない可能性があったとい

うことです。結果的には継続できそうです

が、今後に禍根が残らないと良いと思いま

す。さらに現在の国会では「桜を見る会」に

ついて与野党のせめぎ合いがあるようです。

このように政治が安定しないのは評論家の話

によれば野党が弱いの一言に尽きるそうです

が私も同感です。 

本日は世界ＲＣが創立された経緯について

お話したいと思います。20C初頭シカゴの弁

護士ポールハリスがその時代の職業道徳の欠

如を嘆き、職業人として社会に貢献しながら

生涯にわたる友情を培う事を目的に創立しま

した。今では全世界2200の地域に渡り、3万

5千を超えるクラブ数、121万人超の会員を擁

する組織になりました。また日本ＲＣは1924

年に東京ロータリークラブ発足がスタートで

設立には福島喜三次、米山梅吉らが大きく関

わっています。2020年には創立100周年記念

行事も予定されています。この歴史と伝統を

尊重しながら我が東金ＲＣも立派に成長して

いきたいと考えます。 

幹事報告 

小林清益幹事 

1  これまで長きにわたり献身的にＲＣのお

世話をいただきました鈴木君江さんですが、ご

本人の強い希望により 12 月いっぱいで退任さ

れることになりました。17 日の夜間移動例会

(忘年会）に参加される予定でその時にご挨拶を

いただくこととなっています。 

２ 少人数で頑張っている大多喜ＲＣですが、

いつも支援を行っている施設のための資金集

めの目的でゴルフ大会を計画しましたが、当ク

ラブからも参加いただきありがとうございま

した。今回も同じ趣旨で12月14日（土）17時

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2874 回 RC 例会の記録 ＜11 月 26 日＞ 
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より大多喜城ゴルフクラブにてクリスマスパ

ーティのお誘いがありました。参加可能な方は

ご連絡ください。 

３ 日韓交流協会から 1 月 18 日(土)18 時、エ

ストーレホテルで(参加費 5 千円)の交流会のお

誘いがありました。希望の方はご連絡ください。 

 

東金ビューＲＣから 

 
市東弥寿雄東金ﾋﾞｭｰＲＣ会長 

年明け、合同新年例会のご案内をいたします。

1月9日（木）八鶴亭19時点鐘（登録料8,000

円）を予定しています。併せて同月23日（木）

は東金ビューＲＣの創立 20 周年記念例会とな

りますのでこちらも多くの参加をお願いいた

します。 

                                                                                                                         

    

 

 

 

 

卓話 

土肥 美木子 様 

今回も例会に呼んでいただきありがとうご

ざいます。今、皆様に回して見ていただいて

いるのが、５月東金の西福寺で行われました

ミセスジャパン2019千葉大会の記録です。こ

の大会はマレーシアで行われるミセスアジア

シュプリームという女性の活躍支援を掲げて

いる大会の日本代表の地区予選のひとつでし

た。この予選は千葉以外でも7地区で行われ

ましたが、千葉ではこの東金で初めて開催さ

れました。私は2017年、この大会に予選から

参加し、グランプリを取ることができまし

た。その時に予選大会を地元の東金で開催す

ることが夢となりました。ところが本部の事

務局からは強く反対されました。理由は東金

という場所がわからない、ましてやそこで実

施した場合参加者が集まるのかということで

した。しかし、私はずっとお世話になってき

たこの東金に恩返しがしたいという一心で諦

めませんでした。何とか実施したいと奮闘す

る中で、この東金ＲＣはじめ東金や近隣の企

業からたくさんのお力添えをいただき何とか

実現することができました。参加者には県内

はもちろんのこと千葉県以外からも他地区予

選会で涙を飲んだ方や中には千葉県に来るの

https://3.bp.blogspot.com/-Vd9_UP69TR8/VJ6XtvAuTaI/AAAAAAAAqPA/DqxFZTy-B5o/s800/syougakkou_souji.png
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が初めてという方など多くの方に参加をいた

だきました。また多くの企業・組織に協賛を

いただきましたので、賞品等はすべて東金を

中心とした近隣の物産や特産品などを充てる

ことができました。そのお陰で、賞品を受け

取った参加者達には私のふるさと東金に対し

て大きな愛着を感じてもらえたようでした。

その後千葉大会で選ばれた3名は日本代表と

となり10月のマレーシア大本会に出場し、そ

のうちの一人がグランプリを獲得することが

できました。その人は永田貴子さんといい、

東金出身で、ネイリストとしても有名です

が、プロレスラー永田裕志選手、同じくシド

ニーオリンピック銀メダリスト永田克彦選手

と兄妹でもあります。私は今後も彼女と協力

しながらこの予選大会を東金で実施したいと

考えています。今回、実施するにあたっては

資金繰りや参加者募集について苦労がありま

したが、女性活躍という目的だけでなく、地

元の産業や経済の活性化に少しでも貢献でき

ればという思いがありました。ご協力いただ

いた皆様にこの場を借りてお礼を申し上げた

いと思います。またこの企画を進めるにあた

りこれまで以上に多くの方々と知り合うこと

ができたことは私にとって最大の財産となり

ました。今後の実施に向けては、会場探しや

参加者募集、協賛など皆様にご協力いただき

たいこともあり、是非温かく見守り応援をい

ただけたらと思います。本日はありがとうご

ざいました。 

その他（近況報告等） 

前回早退しましたが、その時に私がこの秋

に県警本部、保護司会から表彰されたことの

披露があったそうです。皆様からお祝いの言     

鈴木康道会員 

葉を頂きましたのでここで御礼を申し上げま

す。今後もこの栄誉に恥じないよう精進して

まいります。ありがとうございました。 

11月26日 

出席会員数     16名 

修正出席率     80.00% 

コインBOX         1,534円 

ニコニコBOX         

 

12月の今後予定 

10日 振替休会 

14日(土)9:30集合 清掃活動、 

12:00～  国際交流パーティ参加 

17日 夜間移動例会（忘年会）18:00~竹田屋 

24日、31日 年末休会 

1月予定 

7日（火）年始休会 

9日（木）第2878回ﾋﾞｭｰRCとの合同新年移動例

会（八鶴亭19時点鐘） 

14日（火）振替休会 

21日（火）振替休会 

23日（木）第2879回ﾋﾞｭｰRC20周年記念例会 

（八鶴亭 点鐘時間未定） 

28日（火）第2880回例会、誕生祝・結婚祝、 

会員近況報告 

 


