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例 会：毎週水曜日 12:30 – 13:30
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第2810回 髙木茂年度 第29回 会報 2018 4 18 司会 藤﨑善隆 君

出席報告 出席委員会 豊田哲司 君 （出席規定の免除会員数4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 4月18日 36 30 6(1) 86.1%

前回 4月 4日 36 26 10(2) 82.3％ 2 94.1％

前々回 3月28日 36 32 2 94.1％

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
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季節の移り変わりも早いもので、この間桜が満
開になったと思ったら、もう散って少し残念な気
がします。私にとって一番好きな春の光がうらら
かなさわやかな季節を迎えてきました。

4月8日には地区研修協議会が開かれ次年度
の地区方針と目標について研修をしてまいりまし
た。早いもので、もう次年度が動き出してきたのを
実感してまいりました。

月日が経つのは、年を取ると特に時間が速くな
ると申しますが、なぜ年をとればとるほど時間が
速く流れるように感じるのでしょうか。心理学的に
説明したジャネーの法則は19世紀のフランスの
哲学者ポール・ジャネが発案し甥の心理学者が
紹介し主観的に記憶される年月の長さは年少者
はより長く、年長者にはより短く評価されるという
現象を心理学的に説明したジャネの法則と言わ
れているそうです。簡単に言えば生涯のある時
期における時間の心理的な長さは年齢に反比例
すると言うことです。

例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生
の50分の1ほどであるが、5歳の人間にとっては5
分の1に相当する。よって50歳の人間にとっての
10年間は5歳の人間にとっての1年間に当たり、5
歳の人間の1日が50歳の人間の10日に当たるこ
とになるということだそうです。私は現在65歳で、
1年の長さは、人生の65分の1ほどであります。私
にあてはめると、6歳半の子供の1日が、私の10
日に相当します。

ロータリークラブ会長としての1年間と年齢が1
歳年をとった私の年度も、あとわずかになってみ
ますと本当に早く感じます。

本日の例会は次年度の会長・幹事担当のクラ
ブフォーラムです。よろしくお願いいたします。
以上で会長挨拶といたします。

髙木茂年度第 29回幹事報告
1. 国際ロータリーデータサービス部より、次期

役員情報の登録依頼が届いております。村
山年度の理事役員が決まり次第登録いたし
ます。
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2. 那須塩原市ハーフマラソン実行委員会より、
第13回那須ハーフマラソン実行委員会開
催について案内が届いております。鈴木
隆子社会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217号が届いております。回覧し
ますのでご覧ください。

4. 西那須野ロータリークラブより会報が届い
ております。同じく回覧しますのでご覧くだ
さい。

5. 本日例会終了後に理事役員会を開催しま
す。理事役員の方はお残り下さい。

稲垣政一幹事

荒牧明二 青少年奉仕委員長

鳥居輝一 会計

• 4月分の引落の件（4月20日引落）
1. 台湾地震義援金 ¥1,000
2. 観桜会参加者 ¥4,000 /人

• 足尾植樹の件（4月21日）
21日土曜日、足尾植樹ご参加の方は、石山7

時20分集合出発ですので、よろしくお願いします。

秋間 忍君
観月会に参加できず残念でした。
村山 茂君
本日のクラブ協議会、宜しくお願いいたします。
檜山達郎君
先日は結婚祝ありがとうございました。
津久井誠二君
結婚祝ありがとうございました。

村山 茂 会長エレクト

本日は、次年度会長幹事による「地区研修・協
議会報告」をテーマとするクラブ協議会でござい
ますが、併せて、髙木慶一ロータリー財団委員長
並びに大島三千三国際奉仕副委員長による、タ
イ国に寄贈いたしました消防ポンプ自動車の贈
呈式等の報告。さらに、2018－19年度の財団補
助事業についても関連がございますので、本日
の協議会にて取り上げさせていただきます。

それでは、私から「2018－19年度地区研修・協
議会」についてご報告いたします。

村山茂君

黒澤洋一君
結婚祝ありがとうございました。
相馬征志君
この5月で操業５９年になります。

地区研修・協議会に関するクラブ協議会

〇日時；平成30年4月8日（日）10時～16時
〇場所；宇都宮短期大学 長坂キャンパス
〇ホストクラブ；宇都宮西ロータリークラブ
〇出席者；村山 茂、植竹一裕、髙木 茂、髙木
慶一、荒牧明二、藤﨑善隆、大森貞男、石山桂
子、大島三千三、時庭 稔、安藤譲治 鈴木久
雄

〇研修・協議会概要

1. 全体会議
☆2018-19年度ＲＩ会長：バリ・ラシン
（East Nassauロータリークラブ バハマ）

テーマ
BE THE INSPIRATION「インスピレーショ
ンになろう」

「ロータリーは今も、そしてこれからもずっとポー
ル・ハリスが思い描いた団体であり続けます・・・」
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☆2018-19年度第2550地区ガバナー：伊東永峯
（宇都宮西ロータリークラブ）

地区目標
「ポールを語ろう・・・それは一人のイン
スピレーションからはじまった」

今年度はポール・ハリス生誕150周年の年に当
たります。ポール・ハリスを偲び、今一度彼のイン
スピレーションを探る努力は必要不可欠でありま
す。地区の皆様にも、ロータリアンとしてロータ
リーの原点を再確認し、広く会員の方々の想い
を共有することが今後のクラブの質的強化に繋
がり、クラブの質的強化にも寄与できるはずです。

① ポール・ハリス生誕150周年記念事業の実
施

• ポールハリス語録の共有により、イン
スピレーションを得る

• 宇都宮グランドホテル庭園にポール・
ハリスゆかりの月桂樹を植樹する

② ロータリー財団への支援
ロータリー財団の使命は、ロータリーの奉仕の

理念に基づき、人々の健康状態を改善し、教育
への支援を高め、貧困を救済することを通じて、
世界理解、親善、平和を達成できるようにするこ
とを目的としています。

• 150ドル/1人＋ポリオプラス30ドル/1
人＝180ドル/1人

③ 米山記念奨学会への支援
本奨学会の根幹は、「将来、日本と世界とを結

ぶ懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータリー
運動の良き理解者となす人材を育成すること」で
す。「人づくり」と「平和と国際理解の推進」こそが、
この奨学事業の目的であり、ロータリーそのもの
であります。この事業の提唱者である「米山梅吉
氏」も本年が生誕150周年にあたります。

• 19,000円/1人
④ ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）の推
進

RLIはロータリアンの知識を啓発し、将来のロー
タリークラブ指導者を養成するための全世界の
地域と地区の連合体組織です。ロータリーの組
織や活動に関して、正しく、深い知識を持ち、高
い教育的な経験を備えた指導能力のあるロータ
リアンを支援するために活動しており、RIが承認
した多地区合同プログラムです。
⑤ 1クラブあたり2名の純増

魅力あるクラブづくりに向けた考え方や行動は
長期的に取り組むべき最重要課題であり、結果
として会員数増大に繋がると思います。
⑥ 出席率向上とメークアップの奨励

ロータリーの例会は人生の道場です。ロータリ
アンは、例会に出る権利を持っているのです。
ロータリーライフにおける第一歩は、まず、毎週
必ず例会に出席することから始まります。各人が
例会出席の目的を再認識していただき、出席率
の向上並びに他クラブに知り合いを作るために
メークアップを奨励したいと思います。

⑦ ロータリー会長特別賞をめざしましょう

ロータリークラブ インターアクトクラブ

会員純増5名以上を達
成

提唱ロータリークラブ
等と協力して地元ロー
タリークラブやその他
の奨学金をなど、会員
が利用できる奨学金
の機会を調べ、これを
クラブに紹介する

毎月4回以上メディア
で奉仕活動を紹介

クラブとその奉仕活動
を紹介した動画を「イ
ンターアクトビデオ賞
に応募する

リーダー育成、自己啓
発、専門能力開発PG
のいずれかを開始また
は継続して、会員であ
ることの価値を高める

リーダー育成プログラ
ムを開始または継続し
て、会員であることのメ
リットを高める

・1項目達成：シルバー
賞
・2項目達成：ゴールド
賞
・3項目達成：プラチナ
賞

・1項目達成：シルバー
賞
・2項目達成：ゴールド
賞
・3項目達成：プラチナ
賞

☆元気なクラブ作りのために：地区研修リーダー
鈴木 宏（宇都宮北ロータリークラブ）

私たちは今こそ「ロータリーは自己研鑽の場」と
いう要素を意識すべき時なのかもしれません。そ
れぞれのクラブが、そして一人ひとりのロータリア
ンがインスピレーションを働かせ、変化をもたらす
発想の転換を行い、新しい発想の元にロータ
リーを活性化していくことの重要性を感じてくださ
い。「素晴らしい仲間を増やして下さい！」そして
元気なクラブの集まる地区を目指しましょう。

☆2017年度決議審議会報告：地区代表議員飯
村愼一（宇都宮90ロータリークラブ）
☆報告：地区幹事 里村佳行、次期地区会計長
床井健一（宇都宮西ロータリークラブ）
☆2017-18年度一年交換受入学生スピーチ5名
☆2018-19年度一年交換派遣学生スピーチ6名
2. 分 科 会

会長幹事、職業奉仕部門、クラブ奉仕部門（ク
ラブ奉仕、ロータリー情報、プログラム、公共イ
メージ（広報）、ソーシャルメディア（IT）、会員組
織）、青少年奉仕部門、社会奉仕部門、国際奉
仕部門、ロータリー米山記念奨学会部門の各部
門ごとに分科会が開催され、次年度担当委員長
等の皆様に受講いただきました。

以上、2018-19年度地区研修・協議会の概要
報告といたします。今後、これらを踏まえ黒磯クラ
ブの方針目標等について纏めてまいりたいと考
えております。



4月4日欠席(敬称略)
秋葉秀樹・秋間忍・薄孝明・大森貞男・小野安正
津久井誠二・戸野俊介・豊田哲司・泉道夫・荒井昌一
4月18日欠席(敬称略)
薄孝明・安藤讓治・吉光寺政雄・荒井昌一・和気勝
利・戸野俊介

前回4月4日分メークアップ(敬称略)
秋葉秀樹・秋間忍・薄孝明・戸野俊介
前々回 3月28日分メークアップ(敬称略)
鈴木隆子・髙木慶一

次回例会 平成30年4月25日 担当 出席委員会
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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消防自動車寄贈式 報告

髙木慶一 パスト会長
今日の例会は村山年度の事業に対するクラブ

フォーラムなので、タイに消防自動車を送った事
業を来年度も国際奉仕委員会の継続事業とする
かを考えて頂きたいと思います。大変有意義な
事業だとタイに行って強く思いましたので次年度
の継続事業としていただければと思っています。

大島三千三 国際奉仕副委員長
昨年度、那須塩原市より譲り受けた消防車を

ＲＩＤ3350地区（タイ）に寄贈する事業を宇都宮Ｒ
Ｃの事業に協力頂き進めて参りました。

3月1日～4日の日程で消防車寄贈式に行って
参りました。黒磯ＲＣから髙木慶一会員と大島三
千三の2名参加、宇都宮ＲＣから印出井会長と4
名の会員の参加で合わせて7名でバンコク・パト
ムワンＲＣを訪問して参りました。また、消防車贈
与契約書には、髙木茂会長の代理として髙木慶
一パスト会長に調印して頂きました。

3月1日、成田空港 9:45発でバンコクへ向かう。
スワンナプーム空港に15:15到着。パトムワンＲＣ
メンバーのチャイワイ・パストガバナー夫妻、フッ
テエイ会長をはじめ8名で出迎えてくれました。ホ
テルに到着後は、パトムワンＲＣの皆さんと私た
ち7名で20名の夕食会となりました。歓迎の挨拶
を頂きながら、お土産の交換もさせて頂きました。

3月2日 パトムワンＲＣのメンバーと共に消防車
寄贈先視察へ向かいました。

バンコクから1時間30分ほど離れたノンタブリー
県の町を訪問しました。そこでタヴィワッタナーＲ
Ｃのメンバーとその町のバンミャン市長を訪問い
たしました。農業の盛んな地域で、今は上質のド
リア生産に力を入れているそうです。その町では
現在2台の消防車を所有しているそうです。しか
し、状態はあまり良くないとの事でした。消防車の
寄贈を大変喜んでくれました。の用途は、火災を
消すだけに留まらず、灌漑など水の移動にポン
プが必要なのです。と言っておられました。

夜はパトムワンＲＣの例会に参加し消防車寄贈
調印式を執り行いました。また、関係ＲＣのメン
バーも参加して交流会が盛大に開催されました。
黒磯ＲＣからの消防車はナコーンサワン県・チュ
ムセン郡のＲＣへ送られるとの事でした。地方の
地域では、まだまだ消防車が不足しているそうで
す。

3月3日 バンコクから少し離れて、アユタヤの世
界遺産の見学に向かいました。古くは江戸時代
から日本人の往来があり貿易が盛んに行われて
いた事に驚きました。世界遺産の寺院を見ると、
昔の戦乱の傷跡が印象的でした。

3月4日 スワンナプーム空港から帰路へ、私た
ちの見送りにチャイワイ夫妻とメンバーの皆様に
は心より感謝申し上げます。今回のバンコク訪問
で日本人にもまして、ロータリークラブの友情とお
もてなしの心に感激致しました。

大切な出会いを有難うございました。


