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第2785回 髙木茂年度 第4回 会報 2017-08-02 司会 藤﨑善隆 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 8月 2日 37 31 6(2) 88.6％

前回 7月 26日 37 25 12（2） 71.4％ 1 74.3％

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
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各委員会の年度計画の発表も終わり、いよいよ
本格的に今年度の活動が始まりました。8月はRI
特別月間の会員増強月間になります。例会担当
は会員増強委員会です。福田委員長のもとクラ
ブが一丸となって今年度は会員増強に努めたい
と思います。
クラブの3年後、5年後、将来のクラブ像を頭に
描くと、おのずと増強は一番重要な課題となること
がお分かりになると思います。私達のクラブの職
業分類で、未充てんの小分類が23分類もありま
す。いろいろな未充てんの企業の方々を積極的
に勧誘し小分類を満たすことも重要です。いろい
ろな職業の経営者を仲間に迎え入れ好意と友情
を深め、みんなのためになるように努力しましょう。
ところでもうすぐお盆がきます。日本の夏の風物
詩といえば「盆踊り」。庶民の夏の娯楽として定着
していますが、もともとは年に一度この世に帰って
くる精霊を迎える行事でした。盆踊りには、中央
にやぐらを組み輪になって踊るものと、阿波踊り
のように踊る行進型があるといわれております。
輪踊りのやぐらは、昔は位牌を飾っていたそうで
す。阿波踊りのような行進型は里帰りした亡き人
を迎えてもてなし町の外れまで送るという意味が
あるそうです。

今年の盆踊りは100年記念大会ということで、私
が小さい頃から親しんだ黒磯小学校の校庭で催
されます。お盆で帰省した人たちの郷愁を誘い、
先祖の恩と自らの生き方を省みる日がお盆であ
ります。
以上で会長挨拶と致します。

米山記念奨学生
宇都宮大学農学部農業経済学科 4 年
蘇呈歡（そていかん）君

お客さま

幹事の稲垣です。7月26日に開催されました。
第5回理事役員会の報告を致します。
1. 8月例会プログラム・9月例会プログラムにつ
いて
• 8月の例会プログラムは提案通り承認とな
りました。

• 9月の例会プログラムは、9月6日卓話担
当、国際奉仕委員会を外来卓話とするこ
とで承認となりました。



2. 新入会員の月別入会金について
年会費変更に伴い新入会員の入会月別
会費を
7月～9月入会の場合 180,000円
10月～12入会の場合 135,000円
1月～3月入会の場合 90,000円
4月～6月入会の場合 45,000円

とすることで承認となりました。
3. 荒井昌一会員、深町彰会員の食事代免除及
び荒井昌一会員の出席免除の件について
提案の通り荒井昌一会員、深町彰会員とも
に食事代免除で承認となりました。また荒
井昌一会員については出席免除について
も承認となりました。

4. ロータリー米山記念奨学会普通寄付額につ
いて
例年通りの取り扱いで承認となりました。

5. 九州北部集中豪雨被害の義援金について
会員一人当たり1,000円寄付（口座引き落
とし）することが承認となりました。

6. WCS（世界社会奉仕）準備積立金の特別会
計スマイルボックス勘定への繰り入れについ
て
提案通り特別会計スマイルボックス勘定へ
繰り入れすることで承認となりました。

7. その他
• 8月2日夜間例会の進行について及び蘇
呈歓君の参加について
例会終了後の宴についてはSAAが担
当することで承認となりました。また、
蘇呈歓君の参加が承認となりました。

続きまして、髙木茂年度第4回幹事報告を致しま
す。
1. 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7月と同じく1ドル111円となります。

2. ガバナー事務所より第41回RYLAセミナー出
席願い及び受講生推薦願いの連絡が有りま
した。荒牧青少年委員長、秋間米山カウンセ
ラーに報告しました。

3. 第2580地区ガバナー事務所より、「第16回
ロータリー全国囲碁大会」の案内が届きまし
た。詳細については回覧としますのでご覧く
ださい。

4. ロータリー米山記念奨学会より、財団設立50
周年を記念フォーラムおよび祝賀会開催の
連絡がございました。米山記念奨学会委員
会に報告しました。

5. 国際ロータリー日本事務局 業務推進・資
料室より8月の「会員増強・新クラブ結成推
進月間」のリソースの案内が届きました。会
員増強委員会に報告しました。

6. 引き続き地区大会の出欠確認表を回覧し
ますので、未記入の方は記入宜しくお願
いします。

7. 次回例会は8月23日です。来週、再来週
例会はございません。くれぐれもお間違え
の無いようお願いします。

以上、理事役員会報告、幹事報告でした。

お客さま誕生祝い

・平山 博 君
・瀬尾紀夫 君
・時庭 稔 君
・(小野安正 君)

委員会報告 吉光寺政雄 副会長

l 職業奉仕委員会 戸野俊介委員長

会員手帳作成用原稿を廻しています。各自確認
をお願いします。

2



3

石山桂子君

・時庭稔 君
誕生祝いありがとうございました。

・秋間忍 君
勝手なお願いを聞いて頂いた方々に感謝し
て。

・藤﨑善隆 君
米国サンフランシスコ郊外ヘイワード市へ出
張しました。湿度の低いさわやかな気候が
恋しいです。

・瀬尾紀夫 君
誕生祝いありがとうございました。

・平山博 君
誕生祝いありがとうございました。

卓話

l 会員増強委員会 福田逸男委員長

本年度の計画は、組織がより活力あるために絶
えず新しい血液を注入する必要がある。新入会
の勧誘と既存会員の維持の為努めます。
当クラブの会員数の経過は、創立当時２４名。

1970～1975 ５５名前後
1985～ ６０名前後
1995～ ６９名

2010年頃から減少傾向にあり ４０名前後
新会員勧誘には、パンフレット・会員必携・ロー
タリーの友等を持参して幾度も所属会社やご自
宅に訪問してください。
1. 会長の目標 純増５名達成に努める。(４０
代・５０代・女性)

2. 会員の退会防止に努める。
3. 関係委員会と合同委員会をすみやかに実施。

懇親会

l 会長挨拶 髙木 茂 会長

今年度、最初の夜間例会になります。
最初にお金の話で申し訳ありませんが、私の年度
は一人当たり食事代1.600円にプラス3.000円の
4.600円で催したいと思いますのでよろしくお願い
します。
懇親会の狙いとするところは、世間話や、仕事
の情報交換などいろいろな分野にわたり、話しが
尽きないくらい盛り上がってもらいたいと思います。
有意義な話題の花を咲かせてください。
喉が渇いてきましたので以上で会長挨拶を終わ
りにします。

l 乾杯 檜山達郎会員

和やかな懇親会



8月2日欠席(敬称略)
・秋葉秀樹 ・荒井昌一 ・植竹一裕
・薄 孝明 ・小野安正 ・深町 彰

前回7月26日分メークアップ(敬称略)
・豊田哲司

次回例会 平成29年8月23日 担当 プログラム委員会

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 0287-24-2525

¡ 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 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

会報委員会：田中 徹・藤崎善隆・鳥居輝一
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和気勝利会員 鳥居輝一会員

鈴木隆子会員 石山桂子会員

戸野俊介会員 安藤譲治会員 髙木慶一会員

福田逸男会員 鈴木隆子会員 檜山達郎会員

安藤譲治会員 荒牧明二会員 津久井誠二会員

各テーブルで会話が弾む


