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第2736回 村山年度 第 2 回 会報 2016-7-13 司会 石山 桂子君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤 讓治君  （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日  7月13日 38(5) 34(3) 4(2) 94.4% * * 

前回 7月 6日 36(5) 33(4) 3(1) 94.3% 2人 100% 

 国際ロータリー第2550地区ガバナー 
栃木秀麿様（足利わたらせロータリークラブ） 

 国際ロータリー第2550地区 
第1グループガバナー補佐 
髙木慶一様（黒磯ロータリークラブ） 

 国際ロータリー第2550地区 
第8グループガバナー補佐 
宮田 進様（足利わたらせロータリークラブ） 

 国際ロータリー第2550地区 
足利わたらせロータリークラブ 
倉林 敬様 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 東京中央ロータリークラブ 
小島好己様 

バナーの交換 

 さて、先ほど11時より栃木秀麿ガバナーを
囲んで、髙木慶一ガバナー補佐の進行により、
黒磯クラブ三役にて懇談会を開催させていた
だきました。その内容等は、後ほどの卓話の
中で栃木ガバナーから詳しくお話があること
と存じますので、私からの説明は割愛させて
いただきますが、本年度は3年に一度の規定審
議会が開催され、その内容も将来のクラブの
在り様に大きな影響を与え得る制度変更が含
まれております。 
 今後、クラブ定款・細則検討委員会にて慎
重に取り扱ってまいりたいと考えております
が、何れにいたしましても、会員の皆様が
あってのクラブですので、そのことを大切に
考えた中で適切な制度変更を行ってまいりた
いと考えております。 
 
 

 本日は、国際ロータリー第2550地区栃木秀
麿ガバナーをお迎えしての例会ということで、
大変緊張しております。また、この例会は新
年度の第2回目でございまして、まだまだ不慣 

れの中、スムースな例会運営を目指して、先
週より幹事を中心にSAAの皆様と連絡を取り合
い準備してまいりました。また、先週8日には
クラブ奉仕委員会の炉辺会議を開催いただき、
荒井昌一クラブ奉仕委員長のもと、本年度の
計画等についてご確認をいただきました。本
日は、皆様にもよろしくお願い申し上げます。 
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 また、本年度はロータリー財団創立100周年
の節目の年でありまして、黒磯クラブとして
は、来年2月に開催予定のIMの中で記念事業を
開催したいと考えておりますので、皆様には
何か良いアイデアがございましたなら、どし
どしお寄せいただきたいと思います。 
 そして、会員増強について、先ほど栃木秀
麿ガバナーより会員バッジ等を授与いただき
ましたが、本年度の目標は、純増2名といたし
ております。 
 私の挨拶はこの辺にさせていただき、この
後、栃木秀麿ガバナーの卓話が、そして例会
終了後、引き続きクラブ協議会を開催いたし
ますので、皆様とともにお伺いし、黒磯クラ
ブの更なる発展に繋いでまいりたいと考えて
おります。以上、本日の会長挨拶とさせてい
ただきます。ご清聴有難うございました。 

新入会員入会式 

日蓮宗等覚院 ご住職 藤崎善隆君 

栃木銀行黒磯支店長 神山徳久君 

米山記念奨学金贈呈 

宇都宮大学農学部農業経済学科3年 蘇呈歡君 

  会員退会に伴い一部委員会編成の修正提
案を承認頂きました。皆様のボックスに人
員構成表を配布致しました。 

 村山年度スタート時点における出席免除会
員の確認致しました。出席免除会員は次の5
名となります。大森貞男会員・黒澤洋一会
員・佐藤博会員・月江寛智会員・深町彰会
員です。出席委員会へは幹事から連絡致し
ました。 

 インターアクト大会の為の必要経費支出の
件承認されました。内容的にはインターア
クト７名✕1,500円  顧問教師1名✕2,500円 
参加会員3名✕5,000円  バス代50,000円で
合計78,000円となります。 

 ロータリー財団地区補助金の経過説明がな
され、可否の認定を待っている状態と報告
がありました。この申請事業のポスターの
各会社の店頭での掲示を依頼されました。 

 
 続いて幹事報告です。 
 例会プログラム委員会より2015-16年度下期

の提出依頼がございました。時庭稔前年度
プログラム委員長にお渡し致しました。 

 世話クラブ補助費送金の連絡が、ガバナー
事務所よりまいりました。時庭稔米山記念
奨学会委員長にお渡ししました。 

 国際奉仕委員長研修会開催のお知らせを頂
きました。大島三千三国際奉仕委員長にお
渡し致しました。 

 まずは、7月6日に開催されました、村山年
度第４回理事役員会報告を致します。 
 8月例会プログラム提案の通り承認頂きまし

た。 

 ロータリー財団委員会 秋間 忍 委員長 
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 ７月13日例会、委員会報告＜ロータリー財
団委員長：秋間 忍＞先ほどの幹事報告にも
ありました通り、昨年度申請、村山年度実施
予定の地区補助金事業「那須塩原みるふぃ
カップジュニアテニストーナメント」（関東
地区大会）のポスターが出来上がりました。
会員各位の事業所で掲示可能のところがござ
いましたら、ポスター掲示のご協力をお願い
申し上げます。可能な方は、本日当クラブの
レターホックス前に現物を用意してあります
ので例会終了後、各自ご持参いただければ誠
に幸いです。なお、ご協力要請につきまして
は前回の理事役員会にてご了解をいただいて
おりますが、地域のスポーツ振興、青少年健
全育成、経済活性化のため、ご支援ご協力の
ほど宜しくお願い申し上げます。 

会計 鳥居輝一君 

 会計の鳥居でございます。7月20日に栃木銀
行から前期分年会費100,000円引き落としさせ
て頂きますので宜しくお願いします。 

津久井誠二君 

国際ロータリー第2550地区ガバナー 
栃木秀麿様 

2016年～2017年度RIテーマとガバナーメッセー
ジ「人類に奉仕するロータリー」「元気なクラ
ブ作りと誠実な職業奉仕」 
第2550地区ガバナー栃木秀麿(足利わたらせRC) 
 皆様こんにちは。 
私は足利わたらせRCの栃木秀麿です。宜しくお
願い致します。 
 私は1977年6月父親の内科医院に併設して産婦
人科医として開業しました。おかげ様で今日ま
で11,500人の赤ちゃん誕生にかかわることがで
きました。ロータリー歴は1990年4月足利東RCの
子クラブとして誕生させて頂き、チャーターメ
ンバーです。ロータリアンの皆様にお世話にな
り今日に至っており、御指導に厚く感謝申し上
げる次第です。 
 さて、2016年1月17日サンディエゴ国際協議会
で、ジョン.F.ジャームRI会長は、今年度はロー
タリー財団100周年を迎えますので、クラブ、地
区で祝賀行事を行ってください。また、ポリオ
撲滅も間近ですので、その準備もお願いしたい
と述べました。RI会長は、ロータリーは時代の
変化に対応しながら前進しております。多様性
を強みとするロータリーは今も職業分類を基本
としており、高い倫理基準は時代を超えた価値
観であり、私も「四つのテスト」を掲げて生活
しております。ロータリーの礎である最大の目
的は「人類に奉仕すること」です。この理由か
ら2016年～ 2017年度のRIのテーマをシンプルに 
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2550地区ガバナー 
 栃木秀麿様 

今日はよろしくお願
いします。 

第1グループガバナー
補佐  髙木慶一様 

栃木ガバナーようこ
そ黒磯RCに。 

第8グループガバナー
補佐  宮田 進様 

今日はよろしくお願
いします。 

足利わたらせロータ
リークラブ倉林 敬様 
 

今日はよろしくお願い
します。 

村山 茂君 
栃木秀麿ガバナーよう
こそ黒磯RCへ。 

秋間 忍君 
栃木ガバナーの来訪を
心より歓迎いたします。 



「人類に奉仕するロータリー」とジョン.F.
ジャームRI会長は発表しました。私はRI会長
のお話しを聞き、クラブの強化と公共イメー
ジの向上に注目し、ガバナーメッセージは
「元気なクラブ作りと誠実な職業奉仕」と致
しました。 
 近年企業社会では、倫理の低下、欠落が目立
ちます。RIはこのことにはあまり直視をせず、
人道的奉仕活動を推進しております。そこで
私はロータリーの魅力をもう一度見直す年度
としたいと考えました。ロータリーは「親
睦」と「奉仕」の2本の柱で支えられておりま
す。親睦が失われればクラブは崩壊するで
しょう。奉仕こそロータリーの目的でもあり
ます。親睦はロータリー活動そのものではな
く、ロータリーという植物が根を張り、成長
するためにはどうしても必要な土壌なのです。
親睦とはロータリー思想が形成され、奉仕の
心を作り出すための例会における諸活動のこ
とです。そのためのロータリアンは例会に出
席しなければ親睦は図れません。1947年～48
年度RI会長ケンドリック・ガーンジーは「入
りて学び、出でて奉仕せよ」と訴えました。
つまり、例会で会員同士の親睦が深まり、奉
仕の心が形成されて、例会後日常生活に戻り、
家庭、職業、地域社会、国際社会において
「奉仕の実践」をしていきます。しかし、1週
間もすると例会で身につけたものを忘れてし
まいます。そのため週1回の大切な例会があり
ます。日本のロータリー創立者、米山梅吉先
生は、「例会は人生の道場である」と言って
おります。重要なことはロータリーで親睦が
欠けると、ロータリー活動は成立しなくなり、
そのためには一人一業種制や、平等の精神、
そして例会出席は不可欠な要素です。また、
「出でて奉仕」とありますように、皆様の奉
仕の実践の場である職業奉仕は、職業サービ
スを念頭に、相手の立場に立った職業活動を
行い、相手の喜びを自分の喜びとしながら職
業人として高い倫理基準を持ち、世の中に広
めていくことです。すなわち、誠実に各自が
職業に取り組めば、おのずとロータリーの名
も上がり結果として公共イメージの向上につ
ながります。 
 1915年「ロータリー倫理訓」第6条の「もし
疑わしい際には責任義務を超えて一層のサー
ビスを行なうこと」とあります。昨今、日本
でも「製造物責任」「リコール」そして企業
の社会的責任の履行が問題となっております。
このことは企業は法令を遵守するだけでなく、
社内規定、企業倫理、そして社会貢献まで遵
守できるような環境整備が求められています。
経営方法や管理方法が高度に進化している今
日でも100年前のロータリーの職業倫理が充分
に適応しております。 
 
  

 私達ロータリンは職業倫理を身につけて、
それを社会に提唱し実践していく使命を持っ
ております。ロータリーのバッチはロータリ
アンの先達が実践し築き上げてきた「商売に
おける信用の証」を前借りしているものです。 
 先輩ロータリアンは、次のように言ってお
ります。職業奉仕で企業を営む先には未来の
社会があり、その未来を目指して多くの青少
年が育っております。企業を育てること、青
少年を育てることは、同じベクトルであり、
私達の職業奉仕の究極の目的は青少年奉仕で
あるということです。 
 この1年、例会出席率を上げ、親睦と奉仕の
両輪を順調の回して、元気なクラブ作りを目
指し、誠実な職業奉仕を行い、皆様と一緒に
人類の奉仕に邁進していきたいと思います。 

クラブ協議会 

 植竹一裕幹事 

 只今より国際ロータリー第2550地区ガバ
ナーの栃木秀麿様をお迎えしまして、黒磯
ロータリークラブ、クラブ協議会を開催しま
す。これからの進行につきましては村山会長
にお願いします。 

 村山 茂会長 

 それでは改めまして只今からクラブ協議会
を開催させて頂きます。進行のご説明を最初
にクラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会
奉仕委員会、青少年委員会、国際奉仕委員会
この順にご説明頂きまして、それぞれその都
度、栃木ガバナーよりご指導頂くという手順
でまいりたいと思います。最初は私の方から
改めて新年度の方針と計画ということで何回
か皆様にご説明申し上げておりますので、か
いつまんでざっくり説明しクラブ奉仕委員会
にお渡しする手順ですのでよろしくお願いし
ます。 
 それでは先ほど例会での栃木ガバナーから
のお話がありましたように、黒磯クラブとい
たしましては、基本的考え方はガバナーご指
導とたがわない。例会の一層の充実、それか 
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 荒井昌一副会長 
クラブ奉仕委員会委員長本年度事業計画  

 ガバナー講評 

 有難うございました。クラブ奉仕の中でも
大切なところは、やはり増強に尽きると思い
ますが、その中でも卓話というところが大き
なウェートを占めている。やはり楽しい例会
でなければ会員がついてきませんので、楽し
い例会にするにはどのようにしたらよいかは
プログラムになるのでは、プログラム委員の
方は重々お考え頂きたいと思います。地区と
してもプログラム委員会、プログラム委員が
おりますので、できるだけ皆さんに情報を提
供したいと言っております。一週間前とはい
きませんが一か月前、今月はこんなことをや
りたいとプログラム委員長に言って頂ければ
委員長のほうから情報を提供しますので、ぜ
ひプログラムの充実を図って頂きたい。 
 出席率が悪くなる会員は先々に行って脱退
の可能性が出てきます。出席率が悪くなって
いる会員をいかにフォローしていくかが退会
防止につながると思いますので、その辺のと
ころを考慮して頂いて、出席率をきちっと見
て頂きたいと思っています。 
 クラブ奉仕の中でも会報の値段が非常に安
いのでビックリしたした訳です。年間36,000
弱。そうしますと、皆さんが自分で自分の能
力をつぎ込んで会報を作るのは大変なことと
思います。それで何とか会費を安くして奉仕
に向けて、あるいは他のことに会費を当てて
いるということですね。 
 会員増強で高崎クラブが年間51人の会員を
補充した。そういうクラブもありますので、
やればできますので会員増強をよろしくお願
いします。増強と同じく会員脱会防止も大切
なことで、現在は40人で今まで37人から38人
を維持している。維持がうまくいっている減
らないことが素晴らしいことです。フォロー
しているところが非常に良いところだと思い
ます。2・3か月出席率の悪い人には気を付け
ることをお願いしたい。 
 会員増強というのは会員基盤という形でク
ラブを成り立たせるためには一番必要なとこ
ろで、RIの方針のなかでも会員増強、もう一
つはポリオ。会員増強のほうはRI理事会の決
定事項、ポリオは財団のほうの決定事項。こ
の二本立てで毎年でてくる項目でございます。
昨年のRI会長は25,000人、世界で増強させた
といっております。非常に素晴らしい立派な
実績だと思います。 
 群馬県、栃木県の人口は大体同じですが会
員数は群馬が2,100人栃木1,700人で、この差
はどこにあるのかということで最近調べた結
果、事業所の数が違っている。事業所の数に
700の違いがある。その差が会員数の差となっ
ている。私どもの会員増強も職業分類の再分
析を図って事業所の数を増やしていくことが 

ら職業奉仕を中心にした奉仕活動の充実に努
めて参るということでございます。また来年
はロータリー財団100周年ということで先ほど
お話しした通りでございます。具体的に申し
上げますと本年度計画例会プログラムの充実
ということで、会員の職業紹介、適切なタイ
ミングを見て外来卓話をお願いする。それか
ら奉仕活動の充実ということでございますが、
これは全会員参加を促してまいります。会員
増強につきましては純増2名、インターアクト
ミーティングの開催。ロータリー財団支援一
人当たり150ドル、ロータリー財団創立100周
年祝賀行事の実施、米山記念奨学会一人当た
り18,000円、奨学生へのカウンセリング、各
委員会の継続事業の実施ということでござい
まして、さらには様々な予算措置を具体的に
申し上げましたが、いずれに致しましても黒
磯クラブの例会が実のある例会、楽しい例会
という表現がよいか、皆様が例会に出てきて
少しでも情報交換、あるいは親睦交流をし毎
回毎回例会に出てきて良いなと思えるような
黒磯クラブの例会を構築できればということ
で、いずれにしましても、あまり小細工はし
たくはございません。するつもりもございま
せん。もう率直に皆様をおもてなすという姿
勢で1年間やらせて頂きたいと思っております。
それでは荒井昌一クラブ奉仕委員長よろしく
お願いします。 

 国際ロータリー会長ジョン・F・ジャーム氏
は「人類に奉仕するロータリー」を、地区ガ
バナー栃木秀磨氏は「元気なクラブ作りと誠
実な職業奉仕」をテーマとしており、村山会
長の本年度事業計画にあります 、奉仕の心を
作り出す為の「親睦」の重要性には、職業人
としてより高い倫理の向上を唱えております。
クラブ奉仕委員会として、会長の方針が順調
に実行に移せるよう、各委員会の連携を調整
していきたいと思 っております。 
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 鈴木隆子 職業奉仕委員会委員 
職業奉仕委員会の本年度の事業計画 

必要です。前々から言われていますが特に私
はこういう立場になって職業分類を見直しし
て、今まで気が付かなかった分類のところに、
あるいはたくさんの会員がいるかも。それか
らまた若い会員を入れることの一つは、新し
い職業分類が必要かなと思いますので、ぜひ
職業分類の委員の方は実行してみていただけ
れば。以上でございます。 
 

 職業奉仕委員の鈴木と申します。本日は委
員長の荒牧さんが休みのため代わりに発表さ
せて頂きます。本年度の職業奉仕委員会の事
業計画としまして 
1. 新入会員に「四つのテスト」を配布する。 
2. 会員手帳の作成・配布する。 
3. 職業奉仕月間に、優良事業所を訪問・見学

する。 
4. その他職業奉仕として必要と思われるもの

に対応する。 
 という計画書を委員長からお預かりしてお
ります。 
 基本的なことではありますが、その基本が
一番やらなければいけない大切な事だと思い
ますので、これから委員長を中心に家庭集会
など開きまして、職業奉仕委員会としてやる
べきことを1年間、一生懸命やっていくつもり
です。よろしくお願い致します。 

 ガバナー講評 

 今年のジョン F. ジャームRI会長さんは「四
つのテスト」を自分の職場に飾って掛けて、
毎日生活していますよと、お話をお聞きしま
した。最近職業奉仕と言うものはRIにおいて
は、ちょっとマイナーな部分があるなと思っ
ております。 
 シニアロータリアンの皆様から聞きますと、
もう職業奉仕は古いねと聞くことが多いので
すが、やはり基本は職業奉仕だと信じており
ますし、その方が間違いないだろうと思って
おります。ジョン F. ジャームRI会長の言わ
れる職業奉仕はやっぱり、「四つのテスト」 

です。最近のＲＩ会長で職業奉仕についてど
うのと言った会長さんは、私の知っている限
りではいない様な気がします。その話を聞い
たときにアジア系の人たちは非常に喜んだと
思います。特に日本のガバナーエレクトの人
たちは、いい話だったねと皆さん納得したよ
うです。ですから今、職業奉仕は皆さん毎日
やっておられる事ですから、その職業をどこ
かに思いやりの気持ちを入れて頂いて、それ
でおやりになれば十分ということです。 
 あまりこれを深く考えすぎますと、全然分
かんなくなると思います。ですからまあ職業
という自分のため、奉仕と言うアイテムこれ
が一つになって、難しい言葉で他にはないよ
うな、いわいるロータリー独特の職業奉仕、
それを先程言ったシェルトンさんが言う「奉
仕イコール、サービス」という言葉に置き換
えて頂けると、わりかし理解しやすいと思い
ますので、そのように考えて頂ければと思い
ます。 
 事業所訪問は皆さん随分してます、私もし
てます。その時にできればこういう目的でお
宅の事業所を訪問したいんだと言って頂いて、
事前に回答を頂いて訪問する。どういうこと
かと言うと会社の理念あるいは社訓、そうい
うものを是非聞いて、そしてお帰りになって
くれれば、これで100％職業奉仕になると思い
ます。その会社の今迄の出来事をいろいろご
説明いただく事も一つの方法だと思います。
私のかつての先輩は言ってました、職業奉仕
は従業員その他の人たちには給料を払って、
最終的には残る金を税金と言う形で国へ帰す。
これが一つの職業奉仕ですよと工場見学をし
たときに言われました。そう言う職業奉仕も
あると納得した積りでおります。工場、或い
はいろんなところを見てくるだけでなくて、
会社の理念も、きちっと聞いて頂きたい。 
 2016-18年度国際ロータリー理事である斎藤
直美理事が作った「ロータリーの木」皆さん
もご承知だと思います。職業奉仕を難しく考
えないで、ロータリーが立派な木だとすると、
幹の部分が職業奉仕、その上にある花だとか
実だとかあるいは枝は、社会奉仕であり国際
奉仕、尚かつ青少年奉仕です。ではクラブ奉
仕は何ですかと言うと、根っこの部分がクラ
ブ奉仕です。この立派に幹を育てることが職
業奉仕なんですよと書いてあります。立派な
幹を育てるそのためには、毎日個人個人が育
て、それがクラブと言う大きな組織になれば
立派な幹が育つわけですから職業奉仕を実践
して頂いて立派な実を咲かせて頂ければ宜し
い。 
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 職業奉仕は自分の幹を育てるわけですから
利益、見返りは自分になるわけですね。太く
しようと、いろんな工作をして上の枝が折れ
る様なことをしてはいけません。偽装とか商
法に違反などして法律に触れるようなことを
して育てることは駄目ですよと「ロータリー
の木」に記載されています。このように職業
奉仕と言うものを大変難しく考えてしまうよ
りは「ロータリーの木」と単純に考えて頂け
るならすごく理解できると思います。 
 職業奉仕の卓話で「ロータリーの木」のRI
の理事を呼ぼうとしましたが多忙ですので、
それに準じる様なパストガバナーをお呼びす
る計画をしておりますので、是非職業奉仕委
員会の方に申しでて聞いてください。 
 最後に最近、企業の社会的責任はすごく大
切にされています。私どもロータリーは1915
年職業倫理訓を作りました。現在、製造責任、
リコールなど非常に問題になる時代です。職
業倫理第6条にはアフターサービスをしっかり
しなさい。人は自己犠牲だと言ってます。も
う100前にロータリーで考えた倫理観の中の一
説が今、世の中で語られる時代になっており
ます。是非もう一度そのようなことを勉強し
て頂いて職業奉仕の何たるかを今年一年皆さ
んに分かるように説明して頂けるように機会
を持ちますのでどうぞよろしくお願いします。 

 室井次男 社会奉仕委員会委員長 
社会奉仕委員会の本年度の事業計画 

大きく3つの事業に取り組むことにしました。 
第１は、他団体主催の事業に積極的に参加

すること。具体的には、社会福祉協議会のふ
れあい広場、那須塩原市のハーフマラソンと
巻き狩り祭り、足尾植樹祭への参加です。 

第2は、クラブ独自の継続事業の継承で、
過去10年間実施してきた那珂川の水質調査で
す。これは、那珂川源流から黒磯市街までの5
つのポイントでサンプルを採取して水質汚染
度の分析を実施することです。 
 第3は、各種ボランティア団体への活動資金
面での支援です。那須山岳救助隊・那須保護
区保護司会・あったかハート号の会・ボーイ
スカウト・ガールスカウトなど社会のために
献身的に活動している団体に対して支援する
ことです。 

 ガバナー講評 

 どうもありがとうございました。非常に多
岐にわたって奉仕活動をおやりになっている
素晴らしいクラブでございます。2、3お話し
させていただきたいと思いますが、ただいま
のお話で社会福祉協議会と言うお話が出たか
と思います。最近は社会福協議会は結構予算
は豊富になっているのではないでしょうか。
並行して他の状況でお使いいただけるのは結
構なことと思います。 
 もう一つは財団のお金の支援ですよね、聞
いてみましたら会長さんもずいぶん補助金を
使って支援をされていると言うことでよろし
いかと思います。 
 それから最後に1つだけ例えば寄贈とかいろ
んなことが書いてあるんですが非常に良いこ
とだと思いますが、これの検証どういうこと
をしているかどうか。やっぱり2年に一回、3
年に一回それを提供した会長さんは分かって
いるんですけど、次の人はそれをあまり認知
しているかどうかわかりません。ですから3年
に一回くらいで検証して今どうなっているか
なというのを調べていただけると、そんなこ
ともあるのかと、そういうことに極力気を配
ると、また、いい奉仕ができるのではないか
と思っているんでよろしくお願いします。以
上です。 
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 澤田吉夫 青少年奉仕委員長 
青少年奉仕委員会の本年度の事業計画 

1. 黒磯高校インターアクトクラブへの協力。 
2. 足尾の植樹に社会奉仕委員会と協力して 

行う。 
3. ライラセミナーへの参加協力。 
4. その他必要に応じた協力。 
 
  第20回インターアクト年次大会への参加をす 
ると言うことで、8月20日国学院栃木高校への参 
加人数は10名です。 
又、足尾の植樹は毎年社会奉仕委員会との協力 
で行っておりますので本年も行う予定です。 
 ライラセミナーへの参加ですが、ガバナーが 
言われる、将来会員増に向けての活動をしてい 
きたいと思っております。 
  



 地区委員としてインターアクト委員に秋葉
秀樹さん、米山記念奨学会委員に檜山達郎さ
ん、米山奨学生のカウンセラーに秋間忍さん
ご協力を頂き感謝します。青少年委員会は青
少年交換委員会、RYLA委員会、ローターアク
ト委員会、インターアクト委員会の4委員会が
あります、その中でも一年交換委員会が大事
にしなければならない事があります。地区と
相手地区とで契約認証する国際ロータリーの
事務総長権限の常設プログラムです。最近は
危機管理委員会が子供達をしっかり管理でき
るか審査します。何か起こった時どうしよう、
起きた時の事を考えて保険に入っていますし、
その他の対処を考えています。お互いに承認
していない国と交換して事故が起きた時はRI
は責任を持ちませんと言う事です。日本の受
け入れでセクシャルハラスメントなども起
こっています。セクハラを起こさないように、
受け入れのカウンセラーやホストファミリー
の配慮が必要です。それが出来なければ、交
換は認めない事になっています。ここの所を
十分にご注意してください。 
 日本の事を何も勉強しないで日本に来て、
来てから勉強してもなかなか難しい最近その
ようなことで2～3ｹ月で帰ってしまう学生がい
ます、残念なことです。成長を早く期待しな
いでゆっくり見てあげる、のんびり見てあげ
る、帰る時にだいぶ日本の事が分かってきた
なくらいでいいと思います。 

 ガバナー講評 

 大島三千三 国際奉仕委員長 
国際奉仕委員会の本年度の事業計画 

 私、本年度国際奉仕委員会の委員長を仰せ
つかりました大島三千三と申します。まずは4
月3日に地区協議会参加のため足利に行かせて
頂きました。新年度の地区協議会の国際奉仕
委員会の方針を聞かせて頂き、それを参考に
黒磯ロータリークラブの本年度の事業計画を
立たせて頂きました。入会して3年目、また初
めての委員長で分からないことが多いので、
いろいろご指導して頂きたいと思います。ま
ずは四つあげさせていただきました。 
1. ポリオ撲滅への理解と支援。 
2. 2550地区への協力と支援。 
3. 2017年国際大会、米国アトランタへの参加

要請。 
4.国際奉仕に関係する諸団体への協力。 
 4月3日の地区協議会で、タイの方で消防自
動車が不足しているということを国際奉仕委
員長の方から説明があって、所属する各自治
体に協力要請できるところはお願いしたいと
の要請がありました。帰ってきて7月8日那須
塩原市の消防自動車を扱う部署に相談してみ
ました。今年ポンプ車1台、簡易式車両1台、
交換する予定はあるが旧車両はどうするかは
特に決まっていないとのことでした。 
 ロータリーの皆さんと相談しながら、今後
どのような形で要望を出し、消防車の第2の人
生を海外でということが可能かどうかに取り
組んでみたいと思っています。 
 そんな中6月24日下野新聞に、宇都宮ロータ
リークラブでポンプ車と簡易車両2台が、宇都
宮市から無償提供されタイに寄贈するという
記事が出ていました。タイのロータリーを通
してタイの地元へ6月下旬に送る予定で、現地
に8月に到着という記事が掲載されていました。 
 宇都宮ロータリークラブのように、当クラ
ブも市から車両を提供して下さる確約が取れ
れば、今後どのような手順で行うか、地区の
ご支援ご指導頂きながら、市はどこまでなの
か、ロータリーとしてどこまで出来るか考え、
取り組んでみたいと思っております。 
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   幸いに当クラブより青少年奉仕関係の地区委 
員がおりますので、良く御指導を戴きながら、 
進めて行きたいと思っております。 
 その他必要に応じた活動への協力をしていき 
たいと思っております。 
以上です。 

 ガバナー講評 

 有難うございます。素晴らしい計画でよろ
しいかと思います。タイの消防自動車のお話
は宇都宮のクラブがOKになりました。それと
もう一つタイには足利東ロータリークラブで
救急医療のセット68送る件は、6月28日グロー
バル補助金を使ってOKになりました。 
 グローバル補助金について、今度の地区大
会で財団のブースを設けますので是非そこで、
じっくり関係者と今後どういう方向でやった
らよいか相談してください。つい最近2例が決
まりましたので非常に参考になると思います。 
  



次回例会    平成28年7月20日   担当 SAA クラブ奉仕 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 

  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

7月13日欠席(敬称略) 
荒牧明二・大森貞夫・戸野俊介・深町彰 

前回 7月6日分メークアップ(敬称略) 
相馬征志・戸野俊介 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

栃木ガバナーを囲んで記念撮影 

割烹石山玄関にて記念撮影 
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 国際奉仕委員会に入られた以上は、もしよ
かったら2年計画ぐらいでやって頂ければと思
います。頑張ってください。 

国際ロータリー第2550地区 
第1グループガバナー補佐 
髙木慶一様 挨拶 

 協議会お疲れ様でした。第1グループとして
は財団100周年祝賀行事を2月11日のIMで実施
したいと考えていすが、第1グループ会長幹事
会で協議していきたいと考えております。 
 又台湾からの1年交換学生楊雲筝さんを大田
原中央でお引き受けいただきました、大田原
中央RCへの支援金に付きましても会長幹事会
で協議したいと思います、それと規定審議会
が柔軟性のもと大幅な改正がありました、7ク
ラブが定款変更にどのように取り組まれてい
るかお聞きして地区に報告したいと思ってい
ます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いし
ます。 

栃木ガバナーと懇談会 
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