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第2740回 村山年度 第6回 会報 2016 8-10 司会 田中 徹 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 8月10日 38(5) 34(4) 4(1) 91.9% * 

前回 8月 3日 38(5) 28(3) 10(2) 83.3% 8人 100% 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 皆様今日は。8月は、「会員増強・新クラブ
結成月間」でございます。これに伴いまして、
国際ロータリーJohnF.Germ会長より皆様に
メッセージが届いておりますので、ご紹介い
たします。 
 「私の大切な友人、ジョージ・キャンベル
さんは、私をロータリー入会へと導いてくれ
た方で、以後、私の助言者として、市民とし
ての義務の重要性を教えてくださいました。
私の上司であった方もリーダーとしての資質
を私に見出し、温かく手ほどきをしてくだ
さったことに、私は感謝います。また、ロー
タリーの道を歩み始めてから出会った多くの
ロータリアンからもご支援とご指導をいただ
いたおかげで、私は道を踏み外さずに歩んで
くることができました。 
 私が今の自分でいられるのはロータリーの
おかげです。ロータリーファミリーの一員で
あることは、自身より大きな存在の一部であ 

るということ。つまり、人類のために皆で力
を合わせて偉大なことを成し遂げる、多様で
世界的チームの一員であるということです。 
 ロータリーの「会員増強・新クラブ結成推
進月間」である8月、皆様がロータリーへの道
を歩むこととなった当時を振り返るだけでな
く、皆様が歩まれたその道を、さらに多くの
人々に開くことをご検討ください。クラブと
地区のリーダーは、積極的に参加するロータ
リー会員として、他のロータリアンの模範と
なる方々です。リーダーは、現会員の意欲を
高めるだけでなく、入会の魅力を示すという
重要な役割を担っています。地域社会を大切
にし、世界をより良い場所にしたいと感じて
いるロータリアン候補者は必ずいます。新会
員を見つけることは、知人を次の例会に誘い、
ローターアクターや学友を活動に招待するこ
とと同じくらい、容易なことなのです。 
 去る2016年規定審議会では、クラブの柔軟
性を認める立法案が採択されました。これに
より、例会を開く方法、会員種類、また何を
もって出席とするかに関するより多くの裁量
がクラブに認められ、クラブは今後、充実し
た元気なクラブ作りに柔軟に取り組めるよう
になりました。 
 8月11日の午前10時（日本は12日午前0時）
より、私はジェニファー・ジョーンズ副会長
と一緒に、フェイスブック上でライブチャッ
トを行います。会員増強の重要性について説
明し、質問をお受けしますので、お仲間の
ロータリアンとともに是非参加ください。 
 今月は、地域社会を改善し、全人類のため
により良い世界を築くための資質と意思を有
する人たちのチーム育成を皆様全員の念頭に
おいていただくようお願いいたします。力を
合わせれば、より多くを達成できます。 
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 クラブと地区における皆様のご尽力に心よ
り感謝するとともに、今後も「人類に奉仕す
るロータリー」を支える力となっていただけ
ますことをお願い申し上げます。心を込め
て。」 以上、メッセージを代読いたしまし
た。 
今年度の会員増強の目標値は、純増2名でござ
います。昨年度当初の会員数は41名でした。
現在は38名ですので、5名の新加入者が必要で
ございます。数を整えればいいということで
はありませんが、皆様のお知り合いでしたら
問題はないと思います。組織に関しての意見
交換をすると、よくメリットとかデメリット
という議論になりますが、生かすも殺すも本
人次第ではないでしょうか。ただ、最初は解
らないことばかりですので、そのケアは大変
重要です。私も諸先輩のアドバイス等がなけ
れば、このような席でお話しすることには
なっていなかったと思っております。何れに
しましても、本年度中に5名の新会員増強をぜ
ひ達成したいと考えておりますので、皆様の
ご協力をお願い申し上げ、本日の会長挨拶と
いたします。ご清聴有難うございました。 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 大学三年前期の授業もう終わりました。こ
れからは夏休みです。毎年いつも夏休みを期
待していたが、長く休んだら、逆に学校に戻
りたいです。 
 後期になると、卒論についての調査をしな
ければなりません。私は、農業の六次産業化
について研究したいです。特に六次産業化の
成功と失敗の原因について興味があります。
具体的にどのような方向へどのように研究を
進んでいくのはまた先生との相談次第です。 
 勉強以外、私は社会時事にも興味がありま
す。約二ヶ月前のことなんですが、イギリス
が脱EUと投票で決定しました。一時に国際社
会は変動し、ポンドとユーロの価値も大幅に
下がりました。これから、イギリスの決定や
EUの動きなどの影響で国際的経済や社会の変 

化はどうなっていくのは深い関心を持ってい
ます。 
 これから、私のインターンシップのことに
ついて話したいですが。今週月曜日に、農業
の専門コンサルティング会社へ面接に行きま
した。結果はまだわかりません。この面接を
通じて大学で勉強していたことと実際のビジ
ネスですることは大部違うと気づきました。
大学で農政学、農業史、経済学など理論的な
学問を勉強しています。実際のビジネスは売
上、単価、利益、ビジネスモデルなどを注視
し、さらに現実的な、リアルな視点から物事
をみています。今回の面接で、私は、自分の
不足の所も気づきました。これからも頑張り
ます。 
 明日の夜に、台湾の鯛とティラピアという
魚の養殖場へ見学に行きます。高校の友達が
あそこでアルバイトをしているので、彼の紹
介で見学へ行けるようになります。実は、今
回の見学はもう友達と二、三年ぐらい前から
相談しました。最近、アルバイトを通じて貯
金してやっと行けるようになりました。チャ
ンスがあれば、台湾の見学を皆さんに紹介し
たいと思っています。 
 最後に、今もう夏になりました。気温が高
く、熱いですね。私は赤道に近いマレーシア
出身で、暑さに強いので、まだ大丈夫ですが、
みなさん、熱中症にならないように。以上で
す、ご清聴ありがとうございました。 

和気年度最終ゴルフ大会結果発表 
髙木慶一君 

優勝カップを手にする大森貞男君 2 

 和気年度第4回ゴルフ大会を6月26日に那須
国際CCで開催いたしました。見事に大森貞男
さんが優勝されました。和気直前会長より優
勝カップの授与をお願いします。 

 村山年度のゴ
ルフ愛好会は第
1回優勝者高木
慶一、第2回優
勝者植竹一裕君、
第3回優勝者室
井次男君、第4
回優勝者大森貞
男君の4名でゴ
ルフ委員を務め
ますので宜しく
お願いします。 



第5回理事・役員会の報告を致します 
 プログラム承認の件 

7月27日の卓話スケジュールに急遽変更が
あったため本日8月10日の卓話スケジュール
であるクラブ奉仕委員会の新年度計画の後
に青少年・国際奉仕委員会の新年度計画を
追加することを承認頂きました 

 9月度プログラムについて予定通りのスケ
ジュールで承認頂きました。また、9月7・
14・28日の卓話を外来卓話とすることも併
せて承認頂きました。 

 ロータリー財団地区補助金事業について、
予定されていた金額が減額された分を黒磯
クラブで負担して、当初予定通りの寄贈を
行なうことを承認頂きました。 

 西那須野ロータリークラブ創立45周年記念
式典出席について、ガバナー補佐・会長・
両副会長の4名で出席する件及びお祝い金１
名あたり¥10,000を支出することを承認頂き
ました。 

 ロータリー財団100周年記念シンポジウム開
催協力金の依頼に対して1名あたり¥250の寄
附を行なうこととし、今年度予定しており
ます一般会計からの支出とし、別途徴収し
ないで対応することを承認頂きました。 

 その他として、吉光寺政雄親睦委員長より
10月5日の観月会企画書と出欠確認の回覧を
8月最終例会より開始することを承認頂きま
した。 

続いて第6回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より「国際奉仕活動現地視

察及び交流会」開催の案内が届きました。
大島三千三国際奉仕委員長にお渡し致しま
した。 

 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。  

村山  茂 君 重ね重ね暑中お見舞い申し
上げます。 

 
織 姫 会 この度、織姫会は解散する

ことになりました。ついて
は残金を収めさせていただ
きます。 

 
大森貞男 君 第4回黒磯ロータリークラブ

ゴルフにて優勝出来ました。 

年度方針説明 

 吉光寺政雄親睦委員会委員長 

 皆さんこんにちは。親睦委員長の吉光寺で
す。 
 今年の親睦委員会は、副委員長に豊田さん、
委員に佐藤さん、遠藤さん、戸野さん、大島
さんと万全なメンバー構成を頂きました。 
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 親睦委員会は村山会長の方針のもと、奉仕
の心を作り出すため、全員参加による親睦行
事の運営を行ってまいります。 
 各行事としては、10月5日観月会を弊社八州
会館内法要会席やしお縁にて行います。12月
21日に、例年通りクリスマス家族会を豊田会
員にご尽力を頂き、開催いたします。年明け1
月4日には、こちら石山さんにて新年会を開催
いたします。 
 皆さまにおかれましては、お忙しい中恐縮
ですが、早速手帳に日付を入れて下さいます
ようお願いいたします。10/5観月会12/21クリ
スマス家族会1/4新年会となります。 
 誕生祝については、植竹幹事より新米をご
提供頂きます。10月から11月頃、取れたての
新米を皆さまに配布させて頂きます。 
 ここ数年お１人づつ三分間スピーチをお願
いしておりました。先日、会長幹事クラブ奉
仕委員長ご参加のもと、委員会メンバーで炉
辺会議を行ったところ、「今年は三分間ス
ピーチはお休み」となりましたので、ご報告
申し上げます。 

 福田逸男ロータリー情報委員会委員長  

 村山年度の構成は委員長の私、副委員長に
大森貞男会員委員に澤田吉夫会員の3名です。 
 全会員特に新会員がロータリーを充分理解
し、ロータリー全員の特典と義務を把握して
頂きロータリーライフを楽しめる様援助する
ことに努めます。 
 そして各種会合（地区大会、IM,国際大会
等）の情報を提供して会員の参加を促します。 

 平山博会員増強委員会委員長  

 皆様こんにちは。 
 村山年度、会員増強委員会長を務めさせて
いただきます平山です。檜山達郎会員、高木
慶一会員、最強のメンバーで取り組んでいま
すので、宜しくお願いいたします。 
 ロータリーの会員減少が続く現況を厳しく
認識し、その原因を考え対策を講じたいと
思っております。 
 また、一つの委員会（増強委員会）だけで
なく、関連委員会、特に広報、ロータリー情
報、会員選考/職業分類、クラブ資料の委員会
合同で増強に務めたいと思っておりますので、
協力をお願いいたします。早速9月中旬に、炉
辺会議を行い皆様の、ご意見をお聞きしたい
と考えております。 
1. 会長の目標は、純増2名ですが、さらにプ

ラス１名以上を目標に、クラブ会員の皆様
と、共に努力したいと思います。 

2. 会員の退会を防止するために、会員相互の
情報交換を行います。 

3. 過去に推薦され承認された方の、未加入者
に対して、加入を再度働きかけたいと思っ
ております。 

4. 黒磯ロータリー会員全員が必ず一人推薦し
ていただき、増強委員会に提出をお願いし
ます。 

 増強委員長に指名されて、5月、6月と張り
切って5名の方に働きかけました。高木慶一会
員にも協力をいただきましたが、入会してく
れそうで、なかなか入会までに、至りません
でした。いかに大変であると思い知らされま
した。その点、澤田会員は、増強に常に努力
をして頂き、ありがたい存在です、改めて敬
意を表したいと思います。 
 いずれにいたしましても、8月は増強月間で
す、8月24日増強の卓話で有りますので、その
時にもっと詳しく下記についてお話させて頂
きます。 
1.会員数の動向 
2.会員増強はなぜ必要か 
3.会員増強はいかに進めるか 
4.RCは質か量かの問題について 
5.会員維持について 
6.例会出席について 
 私の、会長エレクト研修セミナーを参照し
てお話し致します。 

澤田吉夫青少年奉仕委員会委員長  

 委員長に澤田吉夫、副委員長に安藤譲治さ
ん、委員に石山桂子さんと津久井誠二さんの 
4名体制です。 
 幸いに石山桂子さんは前年度の青少年奉仕
委員長でしたので、何かとご指導戴いており
ます。又地区インターアクト委員に秋葉君 、
米山記念奨学会委員に檜山達郎さんと地区に 4 



次回例会      平成 28 年 8月24日    担当 会員増強 
 

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 

8月10日欠席(敬称略) 
髙木茂・神山徳久・深町彰・藤崎善隆 

前回 8月3日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹・安藤讓治・小野安正・戸野俊介 
鳥居輝一・藤崎善隆・和気勝利・平山博 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

おいても、同様に御指導いただけるのではな
いかと思っております。 
本年年度事業計画 
 黒磯高校インターアクトへの協力 
 尾瀬の植樹に社会奉仕委員会と協力して行

う。 
 ライラセミナーへの参加協力。 
 その他必要に応じた協力。 
以上を計画にして御座います。 
 まず第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、来月8月20日国学院
栃木高校への参加を予定しております。人数
は10名です。 
 クラブより今のところ私と村山会長を予定
しております。黒磯高校より、片山先生と生
徒7名参加です。 
 次に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協力をして
行う予定でおります。 
 ライラセミナーへの参加ですが、参加者を
募り 、出来る限り協力をしていきたいと思っ
ております。 
 その他必要があれば 、それに応じた活動へ
の協力をしていきたいと思っております。 

大島三千三国際奉仕委員会委員長  

3. 2017年間際大会、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。 
 ポリオ撲滅への理解と支援については、 黒

磯クラブの今まで同様の活動をして参りま
す。ジョンF•ジャーム会長は、「ポリオ撲
滅から私たちが学んだ多くのことの中で、
最も大切ながら最もシンプルなこと、 それ
は、ロータリー全体の発展を望むなら全員
が同じ方向に進まなければならないという
ことです。 クラブ・地区・RIレベルにおけ
るリーダーシップの継続は、ロータリーを
繁栄させ、その秘めたる可能性を最大限に
発揮する唯一の方法です。」と説いていま
す。 

 2550地区への協力と支援については、戸塚
守、国際奉仕地区委員長は活動計画の一つ
に、アジア圏のクラブとの友好交流の推進
を提案されています。また、東南アジア等
の国々に消防自動車を送る活動にも協力し
てほしいとの提案がありました。この事に
ついては行政の協力が必要不可欠でありま
す。今、ロータリーの活動を地域に理解し
てもらう事にもつながると思います。頼ん
でみることにしました。 

 2017年国際大会、アトランタへの参加要請
についてはクラブメンバーのご理解を経な
がら推進して参ります。なにとぞご協力を
お願いいたします。 

 国際奉仕に関する諸団体への協力について
は、那須塩原市内で活動している団体への
協力及び支援について、これまで同様に国
際的視野のもとローターリーにできる奉仕
を考えて参ります。 
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委員長大島三千三、副委員長相馬征志 
委員平山博、委員深町彰 
［本年度事業計画］ 
ロータリーの理念のもと、国際奉仕の心を推
進した活動に取り組んでまいります。 
1. ポリオ撲滅への理解と支援。 
2. 2550地区への協力と支援。 
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