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第2737回 村山年度 第 3 回 会報 2016 7-20  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20日 38(5) 32(4) 6(1) 86.5% * 

前回 7月13日 38(5) 34(3) 4(2) 94.4% 2人 100% 

 皆様、今日は。先週のガバナー公式訪問は、
皆様のご協力によりまして滞りなく終了いた
しました。改めて厚くお礼申し上げます。 
 その中で、栃木秀麿ガバナーは、ご自身が
掲げる「元気なクラブ作りと誠実な職業奉
仕」に関して、具体的に様々なお話をしてい
ただきました。 
 「元気なクラブ作り」に関しては、例会の
重要性について1948-49年度RI会長ケンドリッ
ク・ガンジー氏が提唱された「入りて学び、
出でて奉仕せよ」を引き合いに出され、例会
で会員同士の親睦が深まり、奉仕の心が形成
されて、例会後日常の生活に戻り、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
例会で身に着けたものを忘れてしまいます。
そのため週1回の例会が大切になってまいりま
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、一
人一業種制や、平等の精神、そして例会出席
は不可欠な要素であると述べられました。 
 また、皆様の奉仕の実践である職業奉仕に
関しては、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が大
切なことであり、さらに、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
を育てることと、青少年を育てることは同じ
ベクトルであり、私たちの職業奉仕の究極的
な目的は、青少年奉仕であると述べられまし
た。 
 例会後は、引き続きクラブ協議会が開催さ
れ、5大奉仕委員会を中心に進められました。
○ クラブ奉仕委員会 
楽しい例会とするための卓話の充実 → プ
ログラムの重要性 
・ 楽しい例会 → 会員増強 
・ 新しい職業分類の検討採用 → 若い新会

員の加入促進 
○ 職業奉仕委員会 
・ ロータリーの木 → その幹は職業奉仕で

ある 
・ 奉仕 ＝ サービスと理解する 
・ 職場見学 → 会社の理念を伺う必要 
○ 社会奉仕委員会 
・ 社会福祉制度の充実 → 支援先の見直し

の必要性 
・ 寄贈物品の検証 → より良い奉仕活動 
○ 青少年奉仕委員会 
・ 成長を早く期待しないで、温かく見守る姿

勢が重要 
・ 交換留学生受入に際しての対応 → カウ

ンセラー及びホストファミリーの配慮 
○ 国際奉仕委員会 
・ 委員会の運営は複数年数での対応が必要 
・ グローバル補助金の詳細 → 地区大会で

RI財団ブースを設ける 
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 そのほかでは、会報、青少年奉仕に関して、
無駄のない合理的な活動にお褒めの言葉をい
ただきました。また、社会奉仕に対しても、
多岐にわたる活動にお褒めの言葉を頂戴いた
しました。以上がガバナー公式訪問の概要で
ございます。栃木ガバナーの温かいお人柄と
分かりやすいお話しで、和やかな中にもしっ
かりと勉強できたと思っております。 
本日の卓話は、2016-17年度黒磯クラブの事業
計画説明で、SAA及びクラブ奉仕委員会の担当
ということでございますが、それぞれの委員
会の皆様には計画に基づきその役割を果たし
ていただきますと共に、お互いに連携し黒磯
クラブ会員のために、地域社会のために、国
際平和のために1年間よろしくお願いいたしま
す。以上、会長挨拶といたします。 

村山年度第三回幹事報告を致します。 
 ハイライト米山がガバナー事務所より配信

されました。こちらも回覧しておりますの
で御覧ください。 

 大田原ロータリークラブからクラブ会報が
届きました。回覧致します。 

 大森貞男会員が石垣ロータリークラブ例会
に出席され、バナー交換をされました。バ
ナーを回覧致します。 

 クラブ協議会の集合写真が出来ました。例
会終了後参加されたみなさまのポストにお
入れしておきます。 

 和気年度の決算を致します。未請求の領収
書等をお持ちの方は次回例会を最終期限と
致します。提出お願い致します。 

 17日の日曜日に宇都宮グランドホテルで第1
回地区運営委員会が開催されました。財団委
員長の藤原郁三さんが申請が出ている地区補
助金申請は全て承認されたと報告がありまし
た。 
 黒磯クラブから出ていた、那須塩原みる
ふぃカップジュニアテニストーナメント運営
支援の地区補助金が承認されました。これで
心配なく支援できると、秋間財団委員長が
言っておられました。 

第1グループガバナー補佐 髙木慶一様 

津久井誠二君 

村山 茂 会長 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問、皆様のご
協力感謝いたします。 

SAA・クラブ奉仕委員会 
新年度計画説明 

 皆様こんに
ちは、委員会
報告を受け付
けますので、
報告のある委
員会は報告願
います。 

 石山桂子SAA委員長 

 SAAの新年度事業計画について報告させて頂
きます。 
 村山年度SAAを仰せつかりました石山です。
副SAAに田中さん・豊田さん・小野さん・安藤
さんと5人のメンバーで村山年度会場監督をさ
せて頂きます。 
 例会の運営ですが、会員が気持ち良く出席
し、和やかで明るく秩序ある例会が出来るよ
うに努めたいと思っております。事業計画と
致しまして3点ほど掲げました。 
 1番目としまして、会長・副会長・幹事及び 
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各委員長との連絡を密にとり、例会が円滑に
進行出来るようにします。 
 2番目としまして、外来卓話が予定されてい
る例会は、特に時間配分に留意して卓話者に
失礼が無い様にしたいと思います。 
 3番目としまして、欠席の連絡は９時30分ま
でに石山まで必ず連絡をお願い致します。
余った食事は無駄な経費になりますし、同時
に食材も無駄になりますので是非ご協力をお
願致します。 
 次に例会運営に対して会長方針を述べさて頂
きます。基本的に例年通りの例会運営という
事になります。 
 12時より随時食事可能とします。 
 例会場は禁煙です。 
 7月から9月まではクールビズに伴いノーネ

クタイ可能とします。 
 例会は12：30分～1：30分の定められた時間

内に極力収める事。 
 会員が気持ち良く出席し充実した楽しい例

会が出来る様に努める事。 
 BGMはリラックスした雰囲気を作る為、色々

なジャンルの音楽を流し時には会長のリク
エストにも対応する。 

次に例会運営です。 
 外来卓話などは会報委員会と連携し、録音

するように努める。 
 例会の食事の数は出席委員会と連携を密に

する。 
 国家及びロータリーソング斉唱の際は司会

担当以外のメンバーが機器を操作する。 
 その他、通常例会と異なる場合には担当委

員会及び幹事と連携し設定する。 
 式次第は例会前日までに幹事よりSAA全員に

メールで送信してもらう。 
 月毎に担当を決めて運営に携わる。但し特

別な例会には全員で対処する。 
 以上新年度事業計画となりますので1年間宜
しくお願い致します。  

 荒井昌一クラブ奉仕委員長 

ます。 
 私からは第1回の例会に新年度の計画を発表
させて頂きましたように、本年度の運営が上
手くいくように、11委員会を調整しながら進
めていきたいと思いますので宜しくお願い致
します。 
 それではまず初めにプログラム委員会、鈴
木委員長から宜しくお願い致します。 

 新年度のクラブ奉仕委員会の新年度の事業
計画を各委員会から発表して頂きたいと思い 
  

 鈴木久雄プログラム委員長 

 村山年度、プログラム委員会を担当する。
委員長鈴木久雄、副委員長吉光寺正雄、委員
檜山達郎さんの3名です。 
 本年度の計画は、村山会長の方針に基づき
年間プログラムを作成し、例会、各委員会の
運営がスムーズに行えるように努めます。 
1. 毎月のプログラムを例会場に掲示する。 
2. 卓話担当委員会には、1ヶ月前に文章で依

頼する。理事会承認後直ちに行ないます。 
3. 強化月間には、担当委員会に関連卓話を依

頼する。 
以上１年間宜しくお願いします。 

 瀬尾紀夫スマイルボックス委員長 

 村山年度、スマイルボックス委員会の委員
長を仰せつかりました瀬尾紀夫です。 
 当委員会のメンバーは、副委員長に津久井
誠二会員、委員に室井次男会員の3名です。 
 本年度の計画としましては、 
1. 会員一人当たり30,000円以上を目標にご協

力をお願いします。 
2. 年間2回、会メンバーの皆様へ達成率を 
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 知らせします。 
以上です。 
 会員の皆様一年間よろしくお願い致します。 

 和気勝利クラブ史料委員長 

 村山年度、史料委員会委員長を仰せつかり
ました和気でございます。史料委員会は皆様
ご存知のように、前年度会長・幹事が委員
長・副委員長ということで定位置でございま
す。 
 史料委員会は、会場である割烹石山の一階
にあります書庫の整理整頓につきると思いま
す。 
 定かではありませんが、私の記憶では昨年
退会されました福島さんが会長を終えられて、
次の年、史料委員長になられた時に、かなり
整理されて、どこに何が入っているかわかる
ファイルまでお作りになられて、整理頂いた
記憶をもっております。間違っていましたら
申し訳ありません。 
 それから10年目でありますので、私も見直
しも含めて整理整頓に力を入れて皆様が史料
を出す時に使いやすいようにできればと思っ
ております。その中で特に歴代会長様には、
史料などのご意見ご教示を求めたりする機会
が多々あると思いますので、その時にはご協
力頂ければと思っております。 
 史料委員からは以上です。 

 月江寛智会員選考／職業分類委員長  

 会員の資格は、善良な成人で、職業上また
は地域社会で良い世評を受けている人とされ
ていますので、RI定款に示された資格条件と 

照らして、推薦された方の情報を理事会に速
やかに報告いたします。 
 また、職業分類は平成26年日本標準産業分
類に準拠して改定し、かつ従来の分類表を参
照しました。加入が期待される未充填の職種
も併せて示しましたので、特に会員推薦にお
力添えをお願いいたします。 
 かつては、同業種の中にアデショナル会員、
パストサービス会員、シニアアクティブ会員
や業種の分類細分化で、二階建て三階建ての
無理な構成をしていた時代がありましたが、
現在は一業種について五名まで正会員になれ
ますので、同業者の方々も意欲的にご推薦下
さいますようお願いいたします。 

 安藤讓治出席委員長  

 今年度出席委員長を仰せつかりました安藤
です。よろしくお願いします。 
 メンバーは副委員長に遠藤さん、委員に大
森さん・瀬尾さん・相馬さん・藤崎さんの６
名で進めていきます。よろしくお願いします。 
 本年度の計画は 
1. SAAと連絡を密にして、例会欠席の事前連

絡を徹底し、無断欠席「0」を目標方針と
します。 

2. 出席率100％を努力してまいります。 
3. 様々なロータリー行事への積極的な参加の

情報を提供します。 
4. 例会欠席届、家庭集会報告書を配布する。 
 となっています。 
 中でも、無断欠席ですが、連絡がないと食
事も用意してしまいます。食事を無駄にした
くはありませんので必ず連絡下さい。欠席表
にも「無断欠席：1,000円」と書かれています。
皆さま大人ですので特に請求はしませんが、
お気づきの方は次回例会の時に出席委員会ま
でお願いします。 

 植竹一裕広報委員長  

 地域社会にロータリーに関する情報やクラ
ブの奉仕活動を効果的に広報するため下記の
活動を行ってまいります。 
1. ホームページ充実のため更なる改良を図っ

てまいります。 
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次回例会         平成 28 年7月27日      担当 青少年・国際 
 

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20日欠席(敬称略) 
秋葉秀樹・秋間 忍・吉光寺政雄・田中 徹
深町 彰・藤崎善隆 

前回 7月13日分メークアップ(敬称略) 
荒牧明二・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 

2. 効果的な広報としてメディアとの交流に努
めます。 

3. 親睦活動をきめ細かくホームページに掲載
します。 

4. フォトコンテストを実施します。 
5. ロータリー活動に必要な書類の書式集や雛

形をホームページに掲載します。 

 稲垣政一会報委員長  

 村山年度、会報委員長を仰せつかりました
稲垣でございます。副委員長に鳥居会員 委員
に髙木会員 秋間会員 安藤会員です。1年間宜
しくお願い致します。本年度計画は 
1. 会報作成ソフトPage Maker Jは、サポート

切れでウィルスには無防備な状態でありま
す。切り替えが急務となっており、Wordも
しくはPowerPointへ変更を検討します。 

2. 和気年度と同じく週末の会報配信を目標に、
資料や原稿の収集に努めます。その為に和
気年度と同じく卓話者には事前に原稿の提
出を求め、外来卓話を依頼する委員会にも
同じく提出を求めます。                   

3. 黒磯ロータリークラブのホームページに
会報が掲載されていますので、今まで
行っていたバインダーの配布、CDの焼き
付けは廃止したいと考えます。ただし希
望者には従来通りCD化したものを配布し
ます。 

4. 近隣クラブとPCを所有されない会員には、
従来通りPaper化したものを配布します。 

以上よろしくお願い致します。 

 黒澤洋一雑誌委員長  

 委員会の構成から説明いたします。委員長
に私、黒澤、副委員長に小野さん、委員に深
町さん。3名で構成されています。本年度の計
画は委員会の性格上、前年度とほとんど変
わっておりませんが三つほどあげさせて頂き
ます。 
1. 「ロータリーの友」を月1回月初に市内、

黒磯高等学校、黒磯南高等学校、黒磯図
書館、勤労青少年ホームに配布し、ロー
タリーの活動を地域の皆さんに理解して
頂きます。 

2. 「ロータリーの友」「ガバナー月間」等
を会員に配布し情報を提供します。 

3. 「クラブ委員会の活動」「地域関係の活
動」等を各委員長さんより情報を収集し
「ロータリーの友」へ投稿していただき、
有効活用を図ります。 
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