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       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2762回 村山年度 第28回 会報 2017 2-1 司会 豊田哲司君 

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 2月 1日 38(5) 31(3) 7(2) 86.1% 

前回 1月25日 38(5) 29(3) 9(2) 80.6% 5人 94.4% 

国際ロータリー第２５５０地区 
国際奉仕委員長  戸塚  守様 
(足利東ロータリークラブ） 

 皆様、今日は。2月最初の例会ということで、今月
の月間行事は「平和と紛争予防・紛争解決」でござ
います。 
 世界各地で紛争の絶えない中、ロータリーでは
2002年にロータリー平和センタープログラムを開始
しました。世界7つの著名大学と提携し、選抜され
た平和フェローと呼ばれるプログラム参加者が平
和と紛争解決分野の研究に打ち込み、実地研修
を通じて実践的スキルを磨いていきます。卒業後
は、国際機関、政府、地域団体など、様々なレベ
ルでリーダーシップを発揮し、国内や国家間の協 

力構築、平和の推進、争いの調停に貢献していま
す。 
〇ロータリー平和センター提携大学 
・ブラッドフォード大学（英国：ウエストヨークシャー） 
 世界最大の平和研究学部 
・デューク大学＆ノースカロライナ大学チャペルヒ
ル校（米国：ノースカロライナ） 
 デューク大学：国際開発政策 
 チャペルヒル校：国際平和と紛争解決 
・国際基督教大学（日本：東京） 
 公共政策・社会研究専攻 
・クイーンズランド大学（豪州：ブリスベン） 
 国際研究、平和、紛争解決 
・ウプサラ大学（スウェーデン：ウプサラ） 
 平和と紛争関連 
・チュラロンコーン大学（タイ：バンコク） 
 平和分野の3か月集中研究プログラム 
 
 この運営については、ロータリー財団が冠名基
金・指定寄付を募り行っております。 
 対象は個人もしくは法人が原則で、基金は
25,000ドル以上。指定寄付は10,000ドル以上とか
なり高額ですが、2017年6月30日までに、さらに1億
5,000万ドルの資金が必要とのことです。 
 世界平和の実現は、誰にも異論はないと思いま
すが、なかなか、そうはならないのが現実のようで
す。国連あるいは地域連合などを通して、各国が
その努力を続けています。時々、報道でその様子
が流されますが、ややもすると自国利益の最大化
を主張し合う場面が見受けられます。もちろん利益
の追求は大事ですが、お互いの価値を理解し、尊
重する努力も大切なのではないでしょうか。国の役
目は、国民の安寧とその財産を安堵すること。その
ためには、他国を蔑ろにするのではなく、理解し協
力し合うことでのみ叶うのではないでしょうか。少し、
偉そうな言い方になってしまいましたが、改めて世 
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界の平和を心から願うものです。 
 以上、本日は今月の月間行事についてお話しさ
せていただきました。ご清聴ありがとうございました。 

誕生祝、結婚祝 
吉光寺政雄 親睦委員長 

2月1日 誕生祝結婚祝い  
 誕生祝 

秋間忍君 田中徹君 月江寛智君 
村山茂君 和気勝利君 

 

和気勝利君 村山茂君 田中徹君 
(欠席 月江寛智君 秋間忍君） 

 結婚祝 
荒牧明二君 安藤讓治君 鈴木隆子君  

荒牧明二君 鈴木隆子君 安藤譲治君 

第28回幹事報告です。 
 
 ガバナー事務所より2月度のロータリーレートが

1＄=116円との連絡が入りました。 
 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より、会議

開催の案内が届きました。室井次男社会奉仕
委員長にお渡し致しました。 

 次週2月8日の例会は2月12日のIMに振り替え
となります。お間違えの無い様にお願い致しま
す。尚、IM当日はバスご利用の方は11：00割
烹石山駐車場にお集まり下さい。直接行かれ
る方は、11：30りんどう湖ロイヤルホテルにお集
まりください。昼食を準備してあります。尚、通
常例会は2月15日（水）となります。 

 本日例会終了後、第12回理事・役員会を開催
致します。理事・役員の皆さまお残り下さい。 

 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。  
 2月15日の卓話担当はインターアクト委員会委員
の予定となっておりますが、プログラムをクラブ
フォーラムに変更となります。 
 各委員会の活動も約半年が経過しましたので、
活動報告を1委員会2分程度でお願いしたいと思
います。 

 鳥居輝一IM実行委員長 

 IM実行委員会から集合時間の確認です。 
 2月11日(土) IMの前日、予行演習を行います。
場所は、りんどう湖ロイヤルホテル15時集合です。
出席できる方、宜しくお願います。 
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 2月12日(日)IM当日、11時割烹石山からバスで
出発となります。車で直接行かれる方は11時30分
までに、りんどう湖ロイヤルホテルに集合願います。 
 以上お知らせ致します。 

瀬尾紀夫君 

戸 塚 守 様 （足利東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ）本日
は卓話させて頂きます。 

村 山 茂 君 戸塚地区国際奉仕委員長様
ようこそ黒磯ｸﾗﾌﾞへ 

髙 木 慶 一 君 戸塚国際奉仕委員長を歓迎
して。 

田 中 徹 君 今月67個目のｹｰｷを食す。
あと何個残っているのか
な？ 

安 藤 讓 治 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

荒 牧 明 二 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

植 竹 一 裕 君 娘を迎にｱﾒﾘｶに行ってきま
す。 

吉光寺政雄君 ｸﾘｽﾏｽ会、新年会大変お世
話になりました。 

卓話 国際奉仕委員会 
   委員長 大島三千三君 
 

50地区、国際奉仕委員長であられます、戸塚守様
をお迎えしております。戸塚様は足利東ロータリー
クラブの会員であられまして、今日は遠方より御足
労頂き有難うございます。宜しくお願いします。 
 9月の例会にて皆様にお願いしているところの消
防ポンプ車の件については、2016年4月3日地区
研修・協議会の国際奉仕委員会での報告にて、
中谷直前ガバナーが一昨年RI3350地区（タイ国）
のガバナーから相談を受けていたそうです。2550
地区内の自治体で廃車される消防自動車を是非
受け入れたいとの要望でした。 
 その報告を聞き、黒磯ロータリークラブの委員会
活動のヒントになりました。早速、那須塩原市に相
談したところ、心よく協力の返事を頂き消防ポンプ
自動車1台を譲り受ける事とになりました。 
 また、2016年10月に宇都宮ロータリークラブがRI 
3350地区（タイ国）に消防自動車2台を送る事業を
展開されました。そして、足利ロータリークラブでも
取り組む予定を聞きました。 
 これらの事業を通じて、国際奉仕活動の目的を
一つ達成したいと考えております。また、ものを大
切に使用する心（リユース）や、もったいない運動
の普及啓発にもつながる事と思います。 
 現在タイ国では、消防自動車が不足しているそう
です。火災の消火活動や洪水による水害また、雨
不足の時期の灌漑活動に対しでも活躍できると聞
きました。何よりも現地の市民生活に役立つ支援
に繋げていきたいと思います。 
 今後の事業展開については、那須塩原市のご
協力はもとより、2550地区と宇都宮ロータリークラ
ブのご支援を頂きながら進めて参ります。関係各
位の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 では今後の事業活動を活かすため戸塚様に助
言を頂きたいと思います。戸塚様宜しくお願い致
します。 

 皆さん今日は国際奉仕委員長を務める大島三
千三です。本日の卓話担当ですが講師としてRI25 

 国際ロータリー第２５５０地区 
国際奉仕委員長  戸塚 守様 
(足利東ロータリークラブ） 

 皆さん今日は、只今紹介にあずかりました地区の
国際奉仕委員長の戸塚でございます。所属は足
利東ロータリークラブでございます。本日大変貴重
な時間を卓話者としてお呼び頂きまして本当に有
難うございます。地区委員会としましては、こうした 
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次回例会   平成29 年2月15日  担当 クラブ奉仕委員会（クラブ協議会） 
 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 

2月 1日欠席(敬称略) 
秋間忍・小野安正・時庭稔・深町彰 
藤崎善隆・戸野俊介・月江寛智 

前回 1月25日分メークアップ(敬称略) 
平山博・秋葉秀樹・稲垣政一・小野安正 
瀬尾紀夫 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

卓話をすることが一つの仕事となっておりまして、
仕事を与えて頂きましたことについて感謝申し上げ
ます。 
 私は前年の中谷ガバナー年度に黒磯ロータリー
クラブに随行員としてお邪魔させて頂きました。ま
た、こうして皆様とお会いできることを本当に嬉しく
思っております。国際奉仕委員長として、まだ1年
目でございまして、なかなかこういう機会で卓話を
することが少なく、また人前で話をするのも上手で
はなく纏まったお話をできるかどうか分かりません
が宜しくお願いします。 
 それではRI2550地区の国際奉仕活動について
お話しさせて頂きます。以前の当地区国際奉仕部
門は、地域社会奉仕委員会内に属し国内社会奉
仕、国際社会奉仕の小委員会として、しばらくの間
位置づけられていました。実際に当地区では海外
との奉仕活動を実施しているクラブが少なく、その
為2013～14年度よりスタートした未来の夢計画に
於いての、グローバル補助金を利用したプロジェク
ト実施に消極的であるのが現状でありました。地区
として多くのクラブに、このプロジェクトを利用して
頂く為にも国際奉仕委員会の活動が重要であると
の認識から、前年度より単独での委員会に組織替
えしたとものと思われます。その事を受け委員会で
は地区内多くのクラブに海外との接点を持って頂く
事が重要と考え、まずは海外にロータリークラブと
して行って頂き現地のロータリアンとの交流を手始
めに友情を深め往き来をする中からお互いの合意
のもと友好クラブ、姉妹クラブを締結等出来る関係
に至れば、自ずと合同での奉仕プロジェクトが生ま
れてくると思われます。その中でグローバル補助金
を利用する事も可能になり、また海外での活動に
おけるリスクも軽減出来るものと思われます。ロータ
リーの本質である世界的ネットワークを利用して、
多くのクラブが海外に於いての奉仕活動を実践し
て頂く為にも、その道筋を進んで頂く事が重要と考
え、委員会として精査された情報を各クラブへ提供
するなど、アシスト的な活動を実践して行きます。
具体的な活動計画は下記の通りです。 
 
活動計画 
1.  アジア圏のタイ、フィリピン、台湾各国の地区 

からガパナー経由で提供された友好クラブ等の
締結、奉仕プロジェクトなどの情報を精査し委
員会からクラブヘ随時情報を提供する。 

2. 同上各国の地区内に於ける年次大会開催情報
をクラブヘ提供し参加を促す。 

3. 提供された情報をクラブが希望する場合委員
会は当該クラブとの交渉及びサポートをする。 

4. 地区内クラブが実施している海外での奉仕活
動ヘ体験参加、及び海外クラブの例会参加等、
海外との接点を持って頂く為の企画を実施する。 

 
 以上の事を基礎と考え多くのクラブが海外との活
動が出来る様、地区委員会として支援を継続的に
実施してまいります。 
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