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国際ロータリー第2550地区 太城敏之ガバナー公式訪問

出席報告 出席委員会 豊田哲司 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 9月27日 37 33 5（2） 91.9％

前回 9月13日 37 31 6（2） 88.6％ 2 94.6％

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
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本日は第2550地区ガバナー太城敏之様（宇都
宮東RC）、第1グループガバナー補佐佐藤正一
様（西那須野RC）をお迎えしての公式訪問でご
ざいます。

例会に先立ちまして太城ガバナー・佐藤ガバ
ナー補佐・角橋地区組織委員・随行員・当クラブ
から私髙木・稲垣幹事・村山直前会長・吉光寺
副会長・福田会員増強委員長の方々に同席を
いただいて懇談会を設けました。素晴らしく内容
のあるお話し合いをさせて頂きました。



ガバナー公式訪問はクラブの最も重要な年間行
事の一つであり、会長・幹事はクラブの現状とこ
れからのクラブのあり方について相談できる絶好
の機会ですあります。
太城ガバナーはイアン・ライズリーRI会長の
「ロータリー：変化をもたらす」というテーマから「変
革（イノベーション）」というキーワードを導き出し、
まず会員基盤の強化と安定のため会員増強と職
業人として会員相互の互恵関係を強化し、社会
に奉仕をすることを訴えております。当クラブもこ
の方針にのっとり会員増強と会員間の互恵関係
を深める年度にしたいと思います。
例会の後クラブ協議会でガバナーのご教示を
いただきたいと思います。委員長以外の会員も
傍聴してください。太城ガバナー本日はよろしく
お願いします。
以上で会長挨拶といたします。

国際ロータリー第2550地区ガバナー
太城敏之様（宇都宮東RC）

新入会員

（株）ミッドシティホテル 代表取締役
泉 道夫 様

髙木会長（左）・太城ガバナー（右）と共に
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第1グループガバナー補佐
佐藤正一様（西那須野RC）
会員組織委員会
角橋 徹様（ 西那須野RC）
吉高神渡様（宇都宮東RC）
金澤正英様（宇都宮東RC）
末永義雄様（宇都宮東RC）
小島好己様（東京中央RC）

バナーの交換

1. ガバナー事務所より10月のロータリーレート
の連絡がありました。10月のロータリーレート
は1ドル112円となります。

2. 地区青少年奉仕委員長、 地区インターアク
ト委員長より、第１回インターアクト合同会議
開催についての通知がございました。荒牧
明二青少年奉仕委員長に連絡いたしました。

3. ロータリー米山記念奨学会より「ハイライトよ
ねやま210」が届いております。回覧しますの
でご覧ください。

4. 同じくロータリー米山記念奨学会より「10月
米山月間資料の案内」が届いております。室
井次男米山記念奨学会委員長にお渡ししま
す。

5. 那須塩原市教育委員会事務局スポーツ振
興課より、第13回那須塩原市小学校対抗駅
伝競走大会の後援依頼の連絡がございまし
た。高木茂会長、鈴木隆子社会奉仕委員長
に連絡いたしました。

6. 那須塩原市国際交流協会外国語委員会よ
り、英会話教室開催のお知らせが届いてお
ります。国際奉仕委員会各位に連絡いたし
ました。



秋葉秀樹君

9月14日から20日まで那須塩原市の姉妹都市
交流事業の一環としてオーストリア・ウイーン市、リ
ンツ市を訪問してまいりました。その中でオースト
リア・リンツ市の3つのロータリークラブとのバナー
交換をしてきましたのでご報告いたします。回覧
いたしますのでご覧ください。

石山桂子君

佐藤正一様
公式訪問をお祝いして
高木慶一君
太城ガバナー、佐藤ガバナー補佐様を歓迎
して
秋間 忍君

私は1945年生まれ、72歳になります。高校時代
に野球をやっておりまして、強い時期の宇都宮
工業高校で甲子園を目指しておりました。その頃
の厳しい練習が今ではよい経験となっています。
3年生の時、各大会でも優勝し夏の甲子園は絶
対間違いないという状態で決勝戦に行きました
が、慢心したのでしょうか、負けてしまい甲子園
へ行けませんでした。18歳の時、非常に強い頭
が真っ白になるような挫折感を味わいました。今
でも高校野球の季節になると夜うなされることが
あります。一生残るトラウマだと思いますが、この
挫折感を経験したおかげで、私の今日があると
思っています。大学を終えて戻って修行をしてき
ましたが、大抵のことはこのときに比べれば悔し
いとは思いません。商売で失敗してお叱りをいた
だくこともありますが、このときの苦しさに比べれ
ば大したことないと思える、そのことが今日の私を
作ってくれたのかなぁと思います。ですから厳し
い練習と挫折は若いときに経験しておくべきだと
思っています。
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秋間 忍君
太城ガバナー、佐藤ガバナー補佐様を歓迎
して
村山 茂君
公式訪問をお祝いして

国際ロータリー第2550地区ガバナー
太城敏之 様

みなさんこんにちは。自己紹介の前に、本日ご
入会となった泉さん、おめでとうございます。ロー
タリーは非常に楽しいところで、例会は私の入会
した30年前は「人生の道場だ」といわれました。
例会に出席して皆さんと親睦を深めて仲良くなっ
ていただきたいと思います。私は異業種交流会
だと思っています。いろいろな職業の人と知り合
いになれます。是非長くおつきあいいただきたい
と思います。また、仲間がおられましたらお誘いく
ださい。
まず、私の自己紹介から申し上げます。私は
「タシロ」と申しますが、「田代」ではなく「太城」と
書きます。子供の頃から「タシロ」とは呼ばれず苦
労しました。私のところは、300年前・江戸の中期
頃からですが、宇都宮のお城関係の商売をして
いた家系です。お寺の過去帳は戦争で焼けてし
まいましたが墓石に残っている記録だけでも私で
8代目ですので、その前から続いているのですが、
どうしてこの名前なのかは定かでありません。

私は商人の子として生まれましたので職業奉仕
に関しては、私は一言持っております。私のロー
タリー観をお話ししますと、『手続要覧』の第１
ページの第１行に

「職業人として情熱とスキルを持って」
とあります。またロータリーの目的の中に「職業
人」という単語がたくさん出てきます。私はロータ
リーは「職業人」が入るクラブで、何もしないボラ
ンティアの方が入るクラブではないと思っていま
す。「職業人」とは事業をして利益を上げる、もっ
といえば「銭儲けする」人、事業とはそういうことだ
と思います。利益を上げて社会に貢献する、すな
わち納税するということ、それで国家に奉仕する、
それが企業であり事業会社だと思っています。
我々は「職業人」として一生懸命仕事をし、ロータ
リーでいろいろなことを学びながら成長し、究極
は利益を出して税金を払い、国に貢献する。そ
れが本来の姿だと思います。利益を上げた会社
から報酬を頂く、その報酬の一部が米山記念の
奨学金やロータリー財団の寄付などいろいろな
奉仕事業の寄付に回る訳です。最初に奉仕が
あってその後事業ではないということです。です
から我々は、「職業人」として一生懸命仕事をす
る、その後ろ姿が子供の教育にもなると信じてい
ます。



ロータリーの職業奉仕に関し、いい言葉だと
思うのは『四つのテスト』であります。『現況報告
書』に私の『四つのテスト』についての考えも書い
てありますのでお読みください。その中で私が一
番大切にしておりますのは「みんなのためになる
かどうか」、であります。これが職業奉仕の究極を
表している言葉であると思います。近江商人の言
葉で「三方良し」という言葉があります。「売り手良
し、買い手良し、世間良し」でありますが、売り手
と買い手とが利益を上げて世間に税金という形で
貢献する、意図的に赤字にするところもあるよう
ですが、赤字になるというのは犯罪だと考えてい
ます。ロータリーは異業種交流会と思っておりま
す。会員がお互いに仕事で行き来する、それが
ロータリーです。ポール・ハリスがロータリーを4人
で設立したとき、それぞれ違う職業でありました。
職業奉仕がロータリーの原点というのはそういうと
ころからも感じ取ることができますし、そうあるべき
だと思います。今回の地区の方針の中に、職業
奉仕は「互恵関係」という言葉を入れました。「職
業人」の集まりですから、それが当然だと思って
おります。

私は今回ガバナーを拝命してより、経済情勢や
人口の問題を勘案しまして、「会員増強」を最大
の目標にしました。少子高齢化が著しく進んでい
るのはご承知の通りであります。2016年に子供の
生まれた数は98万人、亡くなられた方は130万人
です。2015年時点の国勢調査ですでに人口減
少は始まっています。大体今、4人に1人は65歳

クラブほど若手を阻害する「長老」がおり、その方
が問題であるので、その方に個別にお話をして
改革をしていった結果だ、とのお話でした。実際
そういうクラブが県内にもありました。そういう感覚
はロータリーの精神とは違うように思います。
長老方は将来を見通して後進を育てることを考
えていただきたい。みなさまもご自分の会社の後
継者のことを考えていらっしゃるでしょう。ロータ
リーも然り、5年10年先のことを全体で考えていく
べきです。誰もが年をとるわけですから、それを
見越して後継者を育てる、それが会員増強の大
切な観点であります。
そこで会員増強についてお願いしたいのが、
女性を一人増やしていただきたいということです。
女性は昨年96名でしたが今年に入って10名増え
ております。日本の平均は5％が女性で、世界で
は20％ですのでせめて10％に、会員数2,000名
になったら200人が女性ということにしていきたい。
まだまだ努力が必要です。女性が社長に就かれ
ている会社は栃木県内に3,900社あるそうです。
女性でなければできない職業もありますので、そ
ういう方もロータリーに入っていただきたいと考え
ております。
また、30歳代の方を入れていただきたい。大変
なことではありますが、異業種交流会ということで、
自分の職業や人生についても勉強になるとお誘
いいただきたいと思います。若い会員のために
会費を下げるという取り組みもあります。若い方
に入っていただき、その方に仲間を連れてきてい
ただく、という取り組みをしないと増えません。そう
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以上ですが、2025年には3人に1人が65歳以上
です。2020年に、会員2,000人にしようという計画
を私は立てました。2020年は東京オリンピックの
年で、オリンピックの年は大体景気がいいです。
日本のロータリーの会員数も、バブルの頃、2000
年前後は12万8,000人でした。それが民主党政
権時代の5年前に8万2,000人にまで減りました。
現在は8万9,000人になっております。現政権に
なって日経平均も2万円を超し、だいぶ良くなっ
ています。それでも一時に比べればだいぶ少な
いです。人数が減ったために、ゾーンも集約され
まして、第1ゾーンに関東では栃木県だけが残り
ました。北海道東北と栃木県、そこにパキスタンと
バングラデシュ、インドネシアが入っております。
そういう状況ですから、会員を増やそうというのは
RI、アメリカの本部もそういう方針ですし日本のRI
もそのような考えが強くなっています。

人口の割合と会員数のことをお話ししますと、
栃木県の人口が196万5,000人くらいで51クラブ、
会員数が8月末で1,745名です。7月から35名ほ
ど増えております。お隣の群馬県は196万人の人
口で栃木県より5,000人ほど少ないのですが、46
クラブで2,150名の会員数です。現在の群馬県の
ガバナーが会員増強に力を入れておりまして、
所属している高崎ロータリークラブの会員数を70
名から120名に増やしました。やればできるのだ
ということです。高崎だけでなく群馬県全体で200
名ほど増えております。その方によりますと、古い

ただく、という取り組みをしないと増えません。そう
しますとクラブの将来も安泰になります。クラブ会
員の年齢の平均化、バランス良い会員数が大切
でありますので、是非頑張ってください。
クラブ60周年の時にクラブ会員数60名、とお話
もしましたが、やるときには一気呵成でみなさまま
とまって会員募集をしてください。クラブ60周年の
お祝いをを安泰なクラブで迎えられますよう祈り
ます。

太城ガバナーより髙木茂会長へ記念品の贈呈



太城敏之ガバナー公式訪問 クラブ協議会

髙木茂会長挨拶

太城ガバナーをお迎えしてこれからのクラブ協
議会を始めますのでよろしくお願いします。
まず私の方針と計画をお話ししたいと思います。
私が会長エレクトとして組織作りを始めたのは昨
年の8月頃からです。当クラブの年齢構成は60代
半ばで、パスト会長が多くて中堅の会員が少なく
組織作りに苦労しました。
若手の会員が入会しないならますます組織作り

タリー財団」と「米山記念奨学金」が「ロータリー
財団委員会」、「社会奉仕」・「職業奉仕」・「国際
奉仕」・「青少年奉仕」の4つが「奉仕プロジェクト
委員会」として入りまして、大まかに分けますと5
つの委員会ということになりますので、このことも
踏まえて協議して頂ければと思います。
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が大変になってしまうと実感しました。ガバナーの
言う通りクラブの将来を見据えるとまず会員増強
が一番重要と考えます。
組織の充実のため私の方針として純増5名の会
員増強を掲げました。目標達成のためには入会
しやすいクラブ造りを考えました。世間ではロータ
リークラブは敷居が高くて入りにくいとよく聞きます。
そこでクラブ細則を変更して、月4回の例会を月3
回にし、その内1回はなるべく夜間例会にしました。
入会金も50,000円を20,000円に値下げしました。
会員の知り合いで少しでも興味のある方は夜間
例会に招待して雰囲気を感じてもらうなどあの手
この手で勧誘活動をしたいと思います。
次の組織の充実は会員間の職業人としての情
報交換を密にした企業活動、公私ともに人間関
係を深めて、クラブとしての社会奉仕にもその力
を発揮したいと考えます。歴史と伝統あるクラブで
も、日本と同じように少子高齢化が進んでは、クラ
ブの将来の発展はありません。
何とか1年間で会員増強、会員間の絆がより深
まる1年にしたいと思います。以上が私の方針と計
画です。
それでは協議会を始めたいと思います。

太城敏之ガバナーご挨拶

今年度の『手続要覧』94ページによりますと「クラ
ブ奉仕委員会」が「クラブ管理運営委員会」、「会
員増強」はそのまま「会員増強委員会」、「会報」・
「雑誌」・「広報」が「公共イメージ委員会」、 「ロー

• 時庭稔出席委員長

本年度の計画はまず出席率100％を目指しま
す。また、様々なロータリー行事に積極的に参加
をお願いしたいと思います。SAAと連絡を密にし
て無断欠席「0」を目指します。食事の無駄を防ぐ
ため、節約の為にもしっかり取り組みたいと思い
ます。また、会長の方針の下、他のクラブの例会
に積極的にアテンダンスを計画したいと思います。
多のクラブの例会に出席することで多のクラブの
活動から学ぶことが、クラブの発展につながること
と考えております。

• 太城敏之ガバナー

出席状況を見ると非常に良い数字であります。
例会で出席率を発表なさっているとのことですが、
地区では出席率がガバナー月信に出るのは2ヶ
月後であります。今後は年に4回などまとめて発
表することになると思います。出席率はあまり重き



を置かなくなってきている現状ですが、例会に出
席するのは基本的なことですので今後も頑張って
欲しいと思います。

• 田中徹会報委員長

会報の作成はWord、PowerPointで作成しており
ます。出来る限り、例会のある週末には配信でき
るよう努力しております。また、会員のみに配って
いるものではありませんので、どこまでの例会の内
容を掲載すべきか、頭を悩ませております。ホー
ムページに掲載しておりますので、強制的に配信
するのがよいのかということも思案致しております
ので、その点ご教示頂ければと思います。

• 太城敏之ガバナー

話などにご招待すると喜んで頂けたり致します。
クリスマス家族会、観月・観桜会、新年会のご婦
人の参加人数はいかがでしょうか？お子様も喜
ぶクリスマス家族会などしっかり活用していただき
たいと思います。

• 相馬征志雑誌委員長

ロータリアンの三つの義務「会費を払う」「例会
に出席する」「機関誌を読む」とありますが、「読
む」というのはなかなか果たされていないと思いま
す。これから別な方法でのより詳細な情報収集
手段がありますので、そのうち変わっていくので
はないかと思います。雑誌委員会としては、会員
増強委員会に勧誘のためのツールとして雑誌を
利用して頂いております。市内の高校や図書館・
公民館など5カ所に贈呈しておりますが、実際に
配布してみますと、未開封で置いて頂けない現
実もあります。また、クラブの行事等で特記すべ
きものは、雑誌に投稿するようにしております。

• 太城敏之ガバナー

封筒を開けていただけないのは積極的な働き
かけが不足しているのでないでしょうか。遠慮は
いらないと思います。そうしないとロータリーは広
まりません。読んでいただくためにまずは会員が
読むことが大切だと考えます。
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会報の完全電子化をされているのは栃木と黒磯
のみです。クラブホームページを持っているのは
20クラブほどです。地区ではマスメディア委員会
がホームページのFacebookでの運用を採用して
おります。会員の年齢層が若くなってきますと、例
会の出席をスマートフォンなどで済ませるなどと言
うことが出てくるのではないかと思います。
Facebookは双方向での閲覧が可能なので
Facebookでの例会出席を認める動きも出ている
ので、将来的にはそのようなこともあるものと考え
て会報を出して欲しいと思います。

• 安藤譲治親睦委員長

会員相互の親睦を図るため、各種親睦行事を
企画しております。会員純増5名の目標もあります
ので、会員増強委員会とも協力し、各種行事に未
入会の方を積極的に誘い、楽しいロータリーをア
ピールしていきたいと考えています。具体的な親
睦行事としては、観月会・クリスマス家族会・新年
会・観桜会を予定しております。また会員の記念
日に記念品を贈呈しております。今年は澤田会
員のお米を贈呈します。

• 太城敏之ガバナー

未入会の方を親睦行事にお誘いするのは大変
良いことだと思います。また、会員増強のため
オープン例会を行い会員候補者を招く試みもあり
ます。プログラム委員会とも協力して著名人の卓

• 檜山達郎職業分類・会員選考委員長

本年度、適正な審査の上で1名の方が入会さ
れました。職業分類については黒磯クラブで23
の分類で不足しておりますので、充足できるよう
に頑張っていきたいと思います。

• 太城敏之ガバナー

職業分類の欠けているものを見ますと医師が不
足しておるように思います。お忙しい医師の方に
も医師会などを通じてなんとか入っていただけな
いでしょうか。会計事務所の方もおられません
か？また保険関係の方も入会してメリットがります
ので勧誘して欲しいと思います。
職業分類の小分類をもっと増やしてもいいので
はないでしょうか？農業・林業なども候補になると
思います。



• 福田逸男会員増強委員長

太城ガバナー、髙木会長共に会員増強に並々
ならぬ熱意をお持ちですので、それに応えて頑
張っていきたいと思います。黒磯那須地区で始
まった当クラブは、創立時24〜25名、2000年頃69
名、現在は37名です。あらゆる組織は絶えず新し
い血液を注入する必要があります。ガバナー事務
所から素晴らしいパンフレットも頂いておりますの
で、純増5名退会者0を目標に頑張りたいと思いま
す。委員会ばかりでなく会員全員で取り組む所存
です。商工会や各種団体も活用しお誘いし、若い
会員、女性会員も増やしていきたいと思います。

• 太城敏之ガバナー

会員増強が今年度の一番大きな目的です。併
せて退会防止のために親和会、ゴルフ、写真、酒
など趣味の会なども有用です。これを派閥にしな
いようにして、それぞれ全員に声をかけるようご注
意下さい。クラブ内のクラブを作り世話役を設けて
運用すると長続きします。高齢者の対策も重要で
す。会費軽減なども考慮するとよろしいでしょう。
80歳以上の会費軽減は実施例がありますし、35
歳までは半額の例もあります。

年以上新年会に合わせて「デジタルフォトコンテ
スト」を行っておりますが、参加者が減っておりま
すので工夫して活性化し、会員拡大にまでつな
げていきたいと思います。ご指摘のFacebookに
つきましてはこれから活用につなげていきたいと
考えております。

• 太城敏之ガバナー

「広報委員会」はこれから「公共イメージ委員
会」となりまして、ライオンズクラブが対外広告を
積極的に行っているように、ロータリークラブでも
推進していこうとしております。一例としてポス
ター配布を行いましたし、地域に貢献するロータ
リーとして新聞広告も出して活動を告知している
ところであります。また地元の祭りなどでも案内板
やポスターなどにロータリークラブの名前を入れ
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• 佐藤博プログラム委員長

『現況報告書』70ページ記載の通り、計画を進
めております。また、月3回の例会ということで、73
ページにあるとおり、例会カレンダーを作成してお
ります。

• 太城敏之ガバナー

非常に充実したプログラムであると思います。ク
ラブの活性化、例会の楽しさはプログラムにか
かっておりますので、是非しっかりと取り組んで頂
きたいと思います。

• 秋間忍広報委員長

先ほど会報委員会との連携もご指摘頂きましたが、
ホームページに会報を発行と同時に掲載し、ダウ
ンロードできるようにしてあります。また、出来るだ
け次回例会の予定も掲載しております。また、10

やポスターなどにロータリークラブの名前を入れ
て寄付するなど、例えばトイレ・駐車場案内のプ
レートなどに入れておきますと、目につきますの
で効果的でありますのでご検討下さい。

• 大森貞男ロータリー情報委員長

本年度計画は、『現況報告書』記載の通りであ
ります。既に新入会員3名の方に資料をお渡しし
ご説明を致しました。全ては伝えきれませんので、
今後逐次ご説明していこうと思います。

• 太城敏之ガバナー

新入会員にロータリーの説明などは、お酒の席
などで行うと効果的です。クラブ細則の読み合わ
せなども行うとクラブ理解が深まると思います。

• 村山茂クラブ史料委員長

当クラブでは、前会長・幹事がクラブ資料委員
ということに慣例でなっております。近年のデジタ
ル化に対応して参りますが、重要な書類等につ
きましてはしっかり保管するよう努めて参りたいと
思います。

• 太城敏之ガバナー

どちらのクラブでも史料を置くスペースが限ら
れておりまして、最終的には個人に預けるなどし
て対応しておりますが、なるべく捨てるのが一番
と思います。『現況報告書』があれば大抵の資料



は網羅しております。これを、2年後3年後を見越
して、誰が見てもわかるように作成することが大切
です。

• 石山桂子スマイルボックス委員長

『現況報告書』の通り、会員1人あたり3万円を目
標とし、年2回各会員へ達成率をお知らせして参
ります。

• 太城敏之ガバナー

黒磯クラブでは任意で集めておられるとのことで
すが、第2550地区の半分のクラブでは、不公平
にならないようにとの理由で会費に含んでいるの
が現状です。任意であるのが本来の姿であります
が、差があってギクシャクするクラブなどもあり、一
切無くしてしまうところもあるというのが現状です。
これが奉仕活動の資金なりますので重要でありま
す。たくさん集まるように是非頑張って頂きたいと
思います。

取り組んで参ります。参加事業、支援活動、継続
事業等『現況報告書』の通りでございます。

• 太城敏之ガバナー

足尾の植樹ですがインターアクトとの合同で活
動され、鹿害などで大変苦労されているようです
が頑張っていただきたいと思います。那珂川水
質調査の実施は広報の一つになるのではないか
と思いますのでご発表なさると良いと思います。
また地区からのお願いですが、2018年4月22日
が世界アースデーということで、地球温暖化防止
のための植樹を行うというRI会長の方針でありま
す。樹木には管理責任があり、勝手に植樹でき
ませんので行政との連携が必要ですが、地区補
助金を使えますのでご検討下さい。また「子ども
食堂」について、7名に1人は貧困の子供というこ
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• 黒澤洋一職業奉仕副委員長

本年度の委員構成・計画は『現況報告書』78
ページの通りですのでご確認下さい。本日もお渡
ししましたが、新入会員に「四つのテスト」をお渡
しし、改めて会員の皆さんに「四つのテスト」を認
識して頂きます。会員相互の連絡がスムーズかつ
密なものになるように、ポケットサイズの会員手帳
をお渡ししております。また、職業奉仕月間に地
元の優良事業所を訪問し相互理解を深めることと
しております。

• 太城敏之ガバナー

職業奉仕はまず自分の職業を通じて自分の人
間性を磨くべきものと思っております。「四つのテ
スト」が基本であります。また3分間スピーチとして、
自分の職業を3分以内で説明するのもよろしいか
ともいます。一つの話の訓練として効果がありま
す。職場訪問は非常に参考になるので続けて頂
きたいと思います。

• 鈴木隆子社会奉仕委員長

各継続支援事業の内容を見直しながら、社会奉
仕の理念に基づいて地域社会への奉仕活動に

食堂」について、7名に1人は貧困の子供というこ
とで、市・社会福祉協議会・ＮＰＯなどに対し資金
援助など何か関われる方法はないでしょうか？小
山・栃木・足利ではNPO法人への寄付を行なっ
ていおりますのでご検討下さい。

• 荒牧明二青少年奉仕委員長

『現況報告書』80ページをご覧下さい。今年8月、
インターアクト年次大会が宇都宮市で行われまし
た。栃木県にはインターアクトに参加している高
校生が800名いると伺い、大変素晴らしいことと思
います。加盟している高校が16校で、多い学校
では80名を超えるとのことでした。黒磯高校では
会員数7名ですので、どうしたら部員を増やせる
か、顧問の先生とお話ししたいと考えています。
インターアクトの活動をしている生徒が、将来
ロータリーに入会してくれることになれば良いと
思っております。来年の植樹にも参加し、ひとり
でも多くの参加者が増えるよう努めたいと思って
おります。

• 太城敏之ガバナー

インターアクト大会への出席感謝いたします。
足尾植樹もお疲れ様でございます。国際医療福
祉大学がございますが、第1グループででロー
ターアクト出来ないでしょうか？国際医療福祉大
学に米山奨学生もおりますので、日本人学生も
巻き込んでローターアクトを結成出来ればと考え
ます。15名からで作れますし、経費的にもそれほ



どかからないと思いますので、なんとか動いてい
ただきたいと思います。

• 秋間忍国際奉仕委員

『現況報告書』81ページに計画は記載しており
ます。2番目の中古消防車寄贈プロジェクトの件
ですが、那須塩原市より中古消防車を譲り受け、
宇都宮ロータリークラブと共同でグローバル補助
金を申請し事業を行いました。4番目の国際大会
につきましては、1人でも多くの方に参加頂けるよ
う呼びかけを行って参ります。また、タイのゴルフ
大会のご案内を通じて、3番目にあります東南ア
ジアの国との交流を深めることにもなると考えてい
ます。ロータリー財団委員会とも連携し、水のプロ
ジェクトなどの補助金申請もして参ります。

• 太城敏之ガバナー

グローバル補助金を宇都宮ロータリークラブとの
合同でご申請頂き、タイへのポンプ車寄贈という
ことで、既に動き出していると思います。各消防団
の消防車は20年で払い下げになり、インターネッ
トオークションにかけたりされますが、事前に申し
出て無償で頂けるように致しますと、いろいろと活
用することが出来ます。海外への輸送は40フィー
トのコンテナに2台載せられ、送料は大体50万円
であります。共産圏へは難しいですがタイ・台湾
など受け入れやすくなっております。その他、消
防車を必要とする施設への寄贈や、散水用に求
められる場合もあります。また、今年の国際大会

• 太城敏之ガバナー

黒磯クラブでは地区補助金・グローバル補助金
も使い活発な活動をされていると思います。ロー
タリー財団は100周年となります。財団の標語は
「世界でいいことをしよう」という一言でわかる良い
標語であります。財団の資金運用は複雑ですが、
3年後に半分戻ってくると考えて頂ければわかり
やすいと思います。引き続きご協力を頂きたいと
思います。

• 室井次男米山記念奨学会委員長

本年度の方針は『現況報告書』83ページにある
とおりです。昨年度から奨学生の世話クラブと
なっております。本人がいきいきと勉学に励める
よう世話をしていきたいと思います。そうしたことを
通じて将来ロータリアンとして育っていってくれれ
ばと思っております。具体的には、親睦委員会の
各種行事には参加を依頼し、例会にも出席して
頂き、卓話などを通じてロータリー会員の理解も
深めて頂きたいと思っております。

• 太城敏之ガバナー

米山記念奨学会も1人18,000円を目標にして
おりまして、栃木県は1人あたり寄付額上位5位に
あります。栃木県で3,500万円、全国で13億のご
寄付を頂いております。全国で850名、2250地区
で22名の奨学生を援助しております。
国別に申し上げますと、中国が50％、韓国は昨
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められる場合もあります。また、今年の国際大会
はアトランタで、当地区から38名が参加致します。
来年はトロントですよろしければご参加下さい。

• 髙木慶一ロータリー財団委員長

『現況報告書』82ページにありますが、（3）につ
いてご説明致します。那須ホースガーデンにおけ
る小学校の乗馬教室が本年7月から開催されます。
馬とのふれあいを通じて子供の情操教育行うとい
う趣旨でありますが、新設のためヘルメットが不足
しておりますので、地区補助金を活用して贈呈す
るということで申請をいたしましてご承認頂きまし
た。35個寄贈させて頂くということで10月下旬から
11月上旬頃に乗馬教室を開催している場に参加
し、社会奉仕委員会と合同で寄贈のセレモニー
を行いたいと考えております。

国別に申し上げますと、中国が50％、韓国は昨
年は25％でしたが今年は受け入れありませんで
した。増加しておりますのがベトナムの15％、ネ
パール、スリランカ、タイ、ウガンダなど多様な国
に広がっております。
国際医療福祉大学ではほとんど中国人であり
ます。先の大戦で東南アジアに迷惑をかけたと
いうことがこの奨学金の原点でありますので、米
山記念奨学金は日本人には使えません。しかし
ながら、子供の貧困に関連して、18歳で社会に
出なければならない養護学校の子供を援助出来
ないかということも言われております。入学金5万
円援助の例もあります。そのようないろいろな声
が出ている現状であります。

• 和気勝利SAA委員長

『現況報告書』84ページをご覧頂き、そのうちの
本年度からの新しい取り組みについてご報告致
します。まず3番目の、「食の大切さを理解する上
でも、食事の無駄をなくすため欠席の連絡を、例
会前日午前9時30までに行う」という取り組みを始
めました。昨年までは当日までの連絡ということ
でありましたが、前日までに変更致しました。現
在のところはうまくいっていると思います。また5番
目ですが、来年の3月7日に日本最初のロータ
リークラブであります、東京ロータリークラブ様の
例会への参加を計画致しており、先方よりもご承
諾を頂いているところであります。



• 太城敏之ガバナー

例会の食事はどのクラブでも悩みのタネであり
ます。前日9時半というのは良い取り組みと思いま
す。東京ロータリークラブは例会場は帝国ホテル、
350名の会員数で、会費4,000円だそうです。大き
な例会なので参考になると思います。

• 鳥居輝一会計委員長

会長・幹事と連携を密にしながら、資金管理を
通じてクラブ財政の健全性を保つように努めて参
ります。パソコン上で会計の内容を会員にお示し
できるようにしております。

• 太城敏之ガバナー

会計は大変な仕事であります。『現況報告

佐藤正一ガバナー補佐総括

今期の地区の方針・目標は9項目ありますが、
特に「2020年2,000作戦」が重点目標であります。
8月1日現在で7月比5名増であります。本日黒磯
で1名増となりました。地区第1グループの平均増
加率は3.3％で、本日黒磯クラブは2.7％増となり、
38名となりました。是非今年度、5名といわずにす
ぐに60名になるように努力して頂ければと思いま
す。

角橋徹会員組織委員会委員総括

2020年に2,000人という目標でございますので、
3年間に300人増やすということであります。今年
度は100名の目標を掲げておりまして第1グルー
プで17名増員の目標であります。黒磯では5名
目標ということでございますので、是非頑張って

9月27日欠席(敬称略)
荒井昌一・深町彰・大島三千三・平山博
小野安正

前回9月13日分メークアップ(敬称略)
田中徹・村山茂

次回例会 平成29年10月4日 担当 米山記念奨学会

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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会計は大変な仕事であります。『現況報告
書』は後から来る人のためにあります。お金
の流れは奉仕の流れです。その流れがきちっ
とわかるようにしておいて下さい。

太城敏之ガバナー総括

まもなく会員数40人になる会であります。最盛期
には69名の会でありますし、再来年には60周年
のおめでたい予定を控えた歴史と伝統のあるクラ
ブでございます。ぜひ30代40代の人を補充して
頂き、今後も安泰のクラブにしてもらえればと思い
ます。60年記念の年にはたくさんの会員で美味し
いお酒が飲めるようにご祈念致します。

目標ということでございますので、是非頑張って
頂きたいと思います。楽しいクラブづくりをして頂
ければご入会頂けると思いますので是非よろしく
お願い致します。


