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第2782回 髙木茂年度 第 1 回 会報 2017-07-05 司会 和気勝利君

出席報告 出席委員会 時庭 稔 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 5日 ３７（５） ３２（２） ５（３） ９４．１％

前回 6月28日 ３７（６） ３２（４） ５（２） ９１．４％ ２ ９７．１％

欠席の場合は前日 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

今年度第一回例会に、第一グループガバナー補
佐佐藤正一様をお招きして例会を開会いたします。
私はこの度、歴史と伝統あるクラブの第58代目
（2017～2018）の会長に就任することになりました。
改めてその責任の重さをひしひしと感じ緊張して
おります。
浅学非才な私に、はたして会長職が勤まるか、不
安でいっぱいですが、昨年の秋頃からの組織造り
に際しては皆様快く受けていただきありがとうござ
いました。
当クラブの会員は、各々の立場を良く理解してい
る、キャリアの豊富な方々ですので、非力な私を支
えてくれる盤石な組織が出来たと思っております。
この後は、会長卓話で年度方針と計画を話させ
ていただきますので、会長挨拶は短いですが終わ
りにさせていただきます。今後とも、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

この度RI第2550地区太城敏之ガバナーのもと、
第1グループのガバナー補佐を拝命しました西那
須野ロータリークラブの佐藤正一です。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。直前ガバナー補佐の髙木
慶一様、大変ご苦労様でした。今後とも御指導よ
ろしくお願い申し上げます。
まず、自己紹介をさせて頂きます。1944年5月生
まれの74歳です。西那須野ロータリークラブに
入会したのは1983年1月故小林正一様の紹介で
入会しました。在籍年数は34年目です。職業は和
洋酒・食料品・プロパンガス・器具・灯油・ガス配管
設備工事一式設計施工の小売業で職業分類は
燃料店です。有限会社「立場」佐藤商店の代表取
締役でございます。現在高齢の為耳が不自由で
補聴器を使用しています。聞き取れない時や大き
な声をお許し願います。2017～2018年度、イアン
H・S・ライズリーRI会長は「ロータリー：変化をもたら
す」のもと太城敏之ガバナーは「チャレンジ＆イノ
ベーション」 ～挑戦と変革で切り拓く第2550地区
の未来～ と地区目標をたてられました。

第１グループガバナー補佐 佐藤正一様

お客さま
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ロータリーには112年の豊かな歴史があります。
2016年度規定審議会でロータリーのありかたが大
きく変化していくような変更がありました。奉仕を通
じて変化をもたらす諸活動を推進し、元気で活気
のあるクラブが大切である事が重要でございます。
中長期的な視点で推し進める 「2020・2000作
戦」は具体的な地区の方針と目標です。ガバナー
補佐の役割はRI会長並びに太城ガバナーと各クラ
ブのパイプ役です。太城ガバナーの方針が波紋の
ごとく各クラブの皆様に伝わるよう一生懸命貢献さ
せて頂きます。髙木会長・稲垣幹事・クラブ会員の
皆様の御指導御協力を宜しくお願い申し上げます。

●2017～2018地区の方針と目標
① 「2020・2000作戦」で会員基盤の強化と安定を
図る。オリンピック迄に2000名の会員増強を目
指す。中長期的に推進する。
•50名以下のクラブ 1名
•51名以上のクラブ 2名
•同時に退会防止
•40歳以下の会員の純増
•女性会員の純増
•地区組織会員組織委員会15名に増員
角橋徹P会長（西那須野ロータリークラブ）が
地区委員
•既存クラブの強化、新クラブの結成

② ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）
太城年度挑戦と変革で切り拓く初の企画です。
会長がロータリー情報とリーダーシップを身に
付ける事により一層のレベルアップを図る他ク
ラブ活動のさらなる活性化を目指す学びの場
です。少人数（10～15名程度）でのディスカッ
ション形式ロータリー情報について学びあい、
パートⅠ・パートⅡ・パートⅢの3つのコースに
分かれます特に若い会員の参加が望まれます。

③ 第2550地区のIT化を推進
ロータリーの戦略計画の柱の一つである「公共
イメージと認知度の向上」を目的にＩＴ化の推進
をします。 会員間の情報の共有化を図る。

④ ロータリーの原点「互恵関係」の強化
私達ロータリーの原点ともいえる職業奉仕を重
視し、個々のロータリアンの強みや持ち味を生
かしつつ会員相互の互恵関係の強化を図る。

⑤ 青少年奉仕に注力する
2017年8月19日～20日「第6回全国インターア
クト研究会」の成功に向けて、第2550地区全一
丸となってサポートします。同時に地区全体に
ローターアクトクラブの新設を促進し活動基盤
の強化を図ります。第一グループでは黒磯RC
提唱の黒磯高等学校が参加します。地区内16
のインターアクトクラブがあります。宇都宮で開
催される本大会、皆様の御支援が必要でござ
います。宜しくお願い致します。

⑥ 2017～2018年度ＲＩ会長賞の奨励
⑦ ふるさと栃木に木を植える
ライズリーRI会長提案 一人一本の植樹

⑧ 財団の支援（一人当たり150ドル以上）
財団の使命は「ロータリアンが人々の健康状態
を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
する事を通じて、世界理解 親善 平和を達成
できるようにする事」とあります。第一グループ
の大田原中央ロータリークラブの森本敬三PP
が地区の委員長です。 第一グループは1人
当たり200ドル以上を目標にしたいと思います
ので是非ご協力を。

⑨ 米山記念奨学会の支援（一人当たり18,000円
以上）
2015～2016年度は19,162円で全国9位でした。
今後とも御理解と御協力を願います。

その他、RI第2550地区ゴルフ選手権大会 8月29
日(火)日光カンツリー倶楽部で開催。クラブを通し
て申し込みをして下さい。また、野球チームの結成
を望んでいます。県央・県南にはRCの野球チーム
がありますが県北にはありません。若い会員を増強
する為にもチームの結成を望みます。

地区年次大会は10月13日記念ゴルフ、14日はホ
テルイタヤで会長幹事会、15日は宇都宮グランド
ホテルで地区大会の予定を組んでいます。

ガバナー公式訪問は9月27日（水） クラブ協議
会は9月13日（水）に予定してます。

以上、いろいろ申し上げましたがガバナー補佐と
して、ガバナーとクラブのパイプ役をしっかり遂行し
てまいります。
皆様の御協力御支援をお願い申し上げガバ
ナー補佐就任のご挨拶と致します。

小野安正会員

結婚祝い
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• 昼食代の徴求方法について
第1回理事役員会にて食事代は別途個人精算
が承認となったが、再度検討の結果、今まで通
りの取り扱に変更することが承認される。

• 食事代の増額について
食事代の増額の提案が出されたが現状維持で
承認される。

• 会員増強委員の増員について
髙木茂年度の重要目標は会員増強であり、目
標達成のため会員増強委員の増員の提案がな
され、検討の結果、6名増員で合計10名にする
ことが承認される。なお選考は会長一任となる。

• 夜の例会月1回実施について
同じく会員増強のため夜の例会月1回程度実
施が提案され、プログラム委員会と調整すること
で承認される。

l 第3回理事役員会 6月21日
• 髙木茂年度プログラム承認の件
7月12日は時間の関係から開始時間を12時30
分とし、26日予定のクラブ奉仕委員会の新年度
計画が組み込む可能性があり、クラブ奉仕委員
会と調整することで7月のプログラムが承認とな
る。

• プログラム委員会提出の年間プログラムが承認
となる。

• 理事・役員及び委員会編成の一部変更の件
遠藤清和会員の脱退、秋間忍会員の申し出に
伴い、すでに連絡済みの委員会編成の提案が
承認となりました。

• その他
例会会場から、食材の手配の関係上、欠席の
連絡を当日9時半から例会前日に変更する議
案が提出される。反対意見なく承認される。

続きまして髙木茂年度第1回幹事報告を致します。
• ガバナー事務所より今月のロータリーレートの
連絡がありました。今月のロータリーレートは1ド
ル111円となります。

• 同じくガバナー事務所より地区大会の案内が届
いております。

• 同じくガバナー事務所より1年交換学生募集要
項が届きました。青少年委員会に書類を渡しま
した。

• 社団法人いのちの電話より維持管理・寄付金の
お願いが届いております。回覧としましたのでご
覧ください。

• 本日例会終了後、第４回理事役員会を開催しま
すので理事役員の方はお残り下さい。

以上幹事報告でした。

誕生祝い

幹事報告 稲垣政一幹事

髙木茂年度幹事職を仰せつかりました稲垣です。
１年間宜しくお願いします。では第1回2回3回、理
事役員会の報告を致します。

l第1回理事役員会 4月19日
• 委員会編成作業
髙木茂会長より理事役員及び委員会案が提出
され承認となる。

• 例会を月3回とする件
いろいろな意見が出ましたが会員増強のため
月3回例会が承認される。

• 年会費減額の件
食事代を月払いの別途個人清算にて年会費減
額が承認となる。ただし具体的な金額は各項目
を精査後に決定する。

l第2回理事役員会 5月9日
• 髙木年度、年会費・入会金について
例会月3回に変更することに伴い、入会金を
20,000円、年会費を180,000に変更することが
承認される。

植竹一裕会員 荒井昌一会員
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髙木茂年度副会長を仰せつかりました吉光寺です。
よろしくお願いします。委員会報告をお願いします。

●雑誌委員会委員長 相馬征志君

本日、ガバナー月信の保存用ファイルをお配りし
ます。なお、次週あたりから月信に加えてロータ
リーの友も毎月配布しますのでボックスの整理を
お願い致します。

石山桂子君

・佐藤正一ガバナー補佐
就任の挨拶、宜しくお願い致します。

・稲垣政一 君
幹事の稲垣です。1年間宜しくお願い致し
ます。

・大森貞男 君
髙木茂年度・稲垣幹事スタートです。頑
張って下さい。

・鳥居輝一 君
髙木丸の出発を祝って。

・平山 博 君
髙木丸の船出を祝して。

・村山 茂 君
髙木年度スタート、おめでとうございます。

・吉光寺政雄 君
髙木年度を祝して。

・秋間 忍 君
髙木茂丸のスタートを祝して。

・檜山達郎 君
髙木茂年度の無事であることをお祈りして
います。

・相馬征志 君
良かった! とりあえず良かった!

・石山桂子 君
スマイルボックス、1年間宜しくお願い致し
ます。

委員会報告 吉光寺正雄副会長

髙木年度方針発表卓話

●稲垣政一幹事

本年度幹事職を務めさせて頂きます稲垣です。
髙木茂会長の方針に沿い、皆様のアドバイスに従
いスムーズなクラブ運営を行っていきたいと思って
おります。
本年度のガバナー訪問は9月27日となっておりま
す。昨年と違い現況報告書作成には余裕がありま
すが、気を抜くと間に合わなくなってしまいますの
で、出来る限る早急に製本したいと思っております。
つきましてはメールで連絡済みの内容の確認を宜
しくお願いします。また、事業計画、事業報告未提
出の委員会は早急に提出願います。
最後に幹事として１年間、出来る限り惜しむことな
く努力しますので、皆様ご協力よろしくお願いしま
す。以上幹事方針でした。

髙木年度副会長を仰せつかりました吉光寺です。
髙木年度では、楽しい親睦行事と会員拡大に軸を
置いた活動を皆さまにお願いしたいと思います。
毎年親睦委員会で各種の親睦行事を行っていま
すが、髙木年度ではより楽しい親睦行事の開催を
お願いしたいと思います。併せて月1回程度の夜
間例会を開催いたします。拡大候補者にお声かけ

●吉光寺政雄副会長
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7月5日欠席(敬称略)
荒井昌一・澤田吉夫・瀬尾紀夫・深町彰
室井次男

前回6月28日分メークアップ(敬称略)
澤田吉夫・豊田哲司

次回例会 平成29年7月12日 担当 五大奉仕委員会・R財団委員会・米山記念奨学会委員会

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

¡ 木曜日 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
¡ 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

会報委員会：田中 徹・藤崎善隆・鳥居輝一

●髙木茂会長

今年度の方針と計画
今年度の国際ロータリー会長イアン・ライズリー氏
はテーマとして「ロータリー：変化をもたらす」を掲げ
ております。会長が数年前、知り合った人から「ロー
タリーとは何ですか？」と質問され思わずどこから
説明してよいかわからなかった。ロータリーがあまり
にも大きく、複雑すぎて簡単には説明できなかった
からです。
120万人の会員一人ひとりが、独自の目標と、優
先を掲げて一人ひとりが、ロータリーを独自の解釈
で理解しているからです。「ロータリーとは何です
か？」という質問に対して「ロータリー：変化をもたら
す」というテーマで答えております。
変化とは、これまでよりも柔軟に、各クラブが、例
会、活動、発展の方法を決定でき、より多くの会員
を迎え入れ、地域社会の特色をクラブに映し出す
ことに力を注ぐことを私たちに求めております。
第2550地区ガバナー太城敏之氏は、「ロータ
リー：変化をもたらす」というテーマを実践するため
には、組織の基盤強化と会の安定を図ることが、第
一と考えております。ロータリーの10年後を見据え
て、中長期的な視点で推し進めようとしております。
そこで、当クラブの10年後を考えた時、どの様な状
況が想像できるでしょうか。クラブの基盤強化と安
定のため、会員増強は待ったなしの状況です。
今年度は会員増強を重点目標に掲げ、入会しや
すいクラブの受け入れ体制、雰囲気づくりに努めて
参りたいと思います。

本年度の計画
•クラブの将来を見据えて、組織の充実のため会員
増強純増5名を達成する
•私たちは職業人であり、会員間で仕事を通じて情
報交換を密にして、社会に奉仕をする
•歴史と伝統あるクラブであっても、「井の中の蛙大
海を知らず」ではいけませんので、他クラブの例会
にクラブとして、アテンダンスを計画したいと思いま
す。

• 各継続支援事業の内容を見直す点はあるか、
各委員会に検討してもらいたいと思います。

• ロータリー財団支援・米山記念奨学会支援は例
年通り行いたいと思います。

以上が私の方針と計画でございます。
会員の皆様のご協力なくして達成はできません。
今後ともより一層のご支援をくださいますようお願い
申し上げまして、会長の卓話といたします。

●和気勝利SAA委員長

本年度SAA委員長の和気勝利です。副委員長に
秋葉秀樹会員、藤﨑善隆会員、薄孝明会員の4人
で行います。
本年度の計画は、歴史と伝統のある黒磯ロータ
リークラブの会場監督をするにあたり、例会の運営
が秩序正しく品格を保ち、なおかつ会員相互の信
頼と友情を深め、スムーズに進行出来る様心かけ
るます。具体的には
1.会長・幹事その他各担当の委員長と連絡を密に
して、例会進行の調整を行う
2.外来者等の卓話には時間配分を心がけ、調整を
行う
3.食の大切さを理解する上でも、食事の無駄を無く
すため欠席の連絡を、例会前日の午前9時30分ま
でと今年度より改める
4.例会の開始・終了時間に細心の注意を払う
5.3月7日開催予定の「東京ロータリークラブ例会参
加」の企画をたくさんの会員に参加いただけるよう
計画する。
一年間よろしくお願いいたします。

頂き、お酒を飲みながらロータリーの親睦の輪
を広げたいと思います。
先ほど佐藤ガバナー補佐からもありましたが、
今年ガバナーの太城ガバナーも拡大の必要性
を説いておられます。一年間皆さまのご指導ご
鞭撻をお願い申し上げます。
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