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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 62 巻 第 10 号 通巻第 2859 号 

第 2896 回 東金ビューRC 合同例会 

ガバナー公式訪問 

2020 年（令和 2 年）11 月 12 日 

ロータリー財団月間 
 
12:30 点鐘 東金商工会議所 1 階大ホール 

 

 

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  ガバナー公式訪問 

開会宣言・点鐘   

歌 

 

お客様紹介 

四つのテスト唱和 

東金 RC 会長挨拶 

東金ビューRC 会長挨拶 

東金 RC 幹事報告 

東金ビューRC 幹事報告 

奨学金授与 

ガバナー卓話 

質疑応答 

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 

我らの生業 

野口 雅子 幹事 

野口 雅子 幹事 

岡本 秀男 会長 

前嶋 康夫 会長 

野口 雅子 幹事 

山岡 利匡 幹事 

ラクマーリ 

漆原 摂子 ガバナー 

 

 

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 

岡本秀男会長 

10月18日(日)夕刻に新会員歓迎の夜間

移動例会を行いました。企画・準備・運営

を親睦委員長の前嶋会員にお願いしました

がお陰様で大成功でした。コロナ禍でもあ

りこのような会がなかなか実施できません

でしたが、今回思い切って企画していただ

き、コロナ対策も万全であり、かつ多くの

会員の参加も得て素晴らしい会になったと

思います。この場を借りて感謝を申し上げ

たいと思います。会の中では新会員お二人

のご挨拶は勿論のこと、多くの会員の皆さ

んにお話をいただきましたが、それぞれが

個性豊かで含蓄のある話ばかりで感銘を受

けました。改めて当RCが人材の宝庫であ

ること、また会員の皆さんひとりひとりが

素晴らしい人達であることを確認いたしま

した。ありがとうございました。 

また本日はガバナー補佐の公式訪問と

いうことで三枝ガバナー補佐と渡辺ガバナ

ー補佐幹事に参加いただいております。ガ

バナー補佐には後ほど卓話をいただきます

のでよろしくお願いいたします。加えて次

回11月12日(木)にはガバナー公式訪問が

控えております。当クラブにとりまして非

常に重要な例会が続きますので、会員の皆

様には引き続き積極的なご参加をお願いし

まして会長挨拶といたします。 

  

幹事報告 

野口雅子幹事 

①10月25日～26日に勝浦で、米山奨学

生・カウンセラー視察研修事業が行われま

いた。当会からはラクマーニ奨学生と小林

カウンセラーが参加いたしました。 

②11月の予定が変更になりました。3日

は祝日休会で変更はありませんが、当初

10日に第1例会を行い、同週の12日

（木）にガバナー公式訪問の予定でした。

しかし同週に2回の例会となるため、10

日を振替休会として翌週17日に理事会、

誕生祝い、結婚記念日祝いとすることとい

たしました。また12日のガバナー公式 

訪問ですが、人数が多くなるため蜜を避け

会場を１階大ホールに変更いたしました。

点鐘は12：30ですので間に合うようにお

越しください。 

第 2860 回 RC 例会の記録 ＜7 月 2 日＞ 第 2895 回 RC 例会の記録 ＜10 月 27 日＞ 
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③ 2790地区奉仕セミナーが12月20日

(日)13：00点鐘でTKPガーデンシティ千葉

にて行われます。参加は各クラブ2名で

当クラブからは古川社会奉仕委員長が参加

予定ですが、オンラインでの参加が可能で

す。希望者はお申し出ください。 

④次年度地区委員の推薦依頼がきておりま

す。締切は11月18日になっております

ので、該当者がおりましたら次回例会時ま

でにご推薦ください。 

 

ガバナー補佐卓話 

      三枝 巖 ガバナー補佐 

2020-2021 年度 2790 地区第 7 グループ

ガバナー補佐を務めます茂原RCの三枝巖

です。本日はよろしくお願いいたします。

現在、地区再編とともに次年度ガバナー補

佐選出についていろいろと物議を呼んでお

りますが、この第7グループにおいては当

東金RC秋葉会員が次年度ガバナー補佐に

既に決定しておりますので改めてご報告い

たします。このことに関しては私もホッと

しているところです。私自身ガバナー補佐

就任については年功序列のこともあり、引

き受けました。実際に就任してみると難し

いところもありますが、皆様のご協力のお

かげで何とが務めているところです。 

 7 月からの新年度はコロナウイルス感染

予防の観点から、各クラブにおいてはこれ

まで経験のない状況での会運営にご苦労さ

れているのだろうと想像いたします。漆原

ガバナーとしましてもこの状況下において

例年通りのガバナー公式訪問、地区大会、

会長幹事会、情報研修会、IM等々計画通り

実行できるか現段階において実施可能かは

判断が難しいようです。そこで各クラブ会

長・幹事はじめリーダーの方々はRI会長・

地区ガバナー・地区委員会の活動実行に向

けて会員それぞれの意欲喚起および協力関

係の構築をお願いします。具体的には9月

に予定されていた情報研修会は中止になり

ました。IM については 3 月に予定をして

いますが不透明なところがあります。会長

幹事会については、1 回目を大原で実施し

ましたがその後中断し今月 11 月に 2 回目

を茂原で実施する予定です。 

さて、2020-2021 RI 会長ホルガー・ク

ナーク氏は国際ロータリーのテーマとして

「ロータリーは機会の扉を開く」と表明さ

れました。これは私達ロータリアンが自分

自身を磨くための新しい環境や学びの機会

があるかもしれない、或いは困っている

人々のために役立つ機会が待っているかも

しれない、私達ロータリアンは世界を変え

る行動人であります。日々の例会やクラブ
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内の活動を通じて養われる親睦と奉仕の心

の形成を基盤に、あらゆる場面で自分のた

め、また人のために数々のサービスに繋が

る扉を開いていきましょうというメッセー

ジであります。これを受け漆原ガバナーは

地区スローガンとして「クラブが主役とな

り奉仕の理念の実践を！」を決定いたしま

した。そして「４つの行動計画」すなわち

「より大きなインパクトをもたらす」「参加

者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかか

わりを促す」「適応力を高める」が繰り返さ

れることにより数多くの機会の扉が開かれ、

その結果クラブの質・規模の向上拡大に繋

がるという考え方です。これらのRI会長、

地区ガバナーの考え方に沿ってこのグルー

プも進めて行きたいと考えます。その他委

員会や寄付についてはクラブ活動計画書に

記載のとおりであります。組織改編等につ

いては丁寧に説明をしながら進めるとのこ

とです。 

以上、地区の報告も兼ねてお話しをさせて

いただきました。 

 
三枝 ガバナー補佐   渡辺 ガバナー補佐幹事 

 

奨学生・カウンセラー視察研修報告

小林 信雄カウンセラー 

10月25日～26日にホテルブルーベリーヒル

ズ勝浦にて開催され、当クラブからラクマーリ

奨学生と共に参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11・12月今後の予定 

11月 

17日 理事会、誕生・結婚記念日祝 

24日 祝日週休会 

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 通常例会 

22日 通常例会 

29日 年末週休会 

 

 

10月27日 

 

出席会員数      15名 

 

修正出席率      88.24 % 

 

 


