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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 1 名）
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東京西ロータリークラブ 小宮英明様

第2550 地区ガバナー補佐 森本敬三様

（大田原中央ロータリークラブ）

今年度、私の所属クラブのスポンサークラブである
大田原ロータリークラブから初めて、そして第一グ
ループからは三人目のガバナー誕生です。
その大切な年度のガバナー補佐として長嶋一郎ガバ
ナーを補佐し、第一グループ各クラブのロータリアン
の皆様の役に立つガバナー補佐としての大役、大変不
安であり恐縮しております。皆様のお知恵を拝借しな
がら一生懸命努めて参りたいと思います。
さて、今年度、長嶋一郎ガバナーはゲイリー C. K.
ホァンRI会長の掲げるテーマ「LIGHT UP ROTARY（ロー
タリーに輝きを）」を実践するために、「明るく楽しい
ロータリーを創りましょう」と地区テーマを決め、三
つの具体的方針とそれぞれの目標を示されました。
この示された方針と目標に沿って各クラブの一年間

第 2 6 4 1 回　澤田年度　第 2 回　会報　2 0 1 4 - 7 - 9 　司会　鈴木隆子君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 7月 9日 )1(93 )1(93 人 )0(8 人 %4.97 *
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の活動がなされるものと思います。
第一グループ各クラブにおいては、永年の実績と豊
富な経験に基づき既にいろいろなプログラムを実践、
立案して、地域社会に多大な貢献をされている事と思
います。
ロータリアン各位におかれましては、従前通りのク
ラブ奉仕と会員相互の親睦活動を通して、一人一人の
想いと情熱を長嶋一郎ガバナーのテーマと目標にか
なったクラブ奉仕活動にスポットライトを当ててみて
ください。
ロータリアンの皆さんの心意気とその活動がスムー
ズにはかどるよう努めて参りたいと思います。
不行き届きの点多々あろう事かと存じますが、何卒
ロータリアンの友愛精神に免じてお許しいただき、ご
指導ご鞭撻賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

皆さんこんにちは。台風8号の影響で悪天候の中、例
会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。
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又、本日は、東京西ロータリークラブの小宮英明さん、
大田原中央ロータリークラブ所属で、第一グループガ
バナー補佐の森本敬三様をお迎えしております。よう
こそいらっしゃいました。後ほどお話を頂戴したいと
思います。先ほども、瀬尾幹事のほうから、報告がご
ざいました、元半田ガバナーのご逝去にともない、故
人の空席になった分、当クラブとしての、痛手は大き
く、計り知れないものがあると思います。各会員が力
を合わせ、一致団結して、クラブ運営を図って行きた
いと思っておりますので、皆様のご協力よろしくお願
いいたします。
過日、半田久一元ガバナーの葬儀に関しまして、打
ち合わせを兼ねて、瀬尾幹事、村山副会長と自宅にお
邪魔をしてまいりました。その結果当日お手伝いをお
願いしたいとの、意向ですので、当日はお手伝いをし
たいと思っておりますので、お手伝いのできる方は、
ご協力よろしくお願いいたします。半田久一氏は昭和
8年5月25日生まれの81歳でした。ロータリー暦は長
く、1965年（昭和40年）に入会し、現在まで49年間
在籍し、その間、1982年にクラブ会長、2000年～2001
年に掛けて2550地区ガバナーをおやりになるなど、輝
かしい実績をお持ちです。地区とクラブの架け橋にな
り、当クラブとしても、何かと頼りにしていた方をな
くして、さびしい限りです。安らかに、ご冥福をお祈
りいたします。
先ほど髙木会員よりお話がありました通り、7月2日
台湾から来ていた一年交換学生のニコルの送別会を開
催しました。ロータリーよりのお土産の浴衣を着て出
席した姿はあでやかでした。各ホストファミリーや出
席者と記念写真を撮り、別れを惜しみました。いよい
よ帰国と言う、7月7日日には小雨降る中、奥様方や、
会員の見送りを頂き、涙、涙の中、成田に向け、出発
いたしました。ニコルをお送りして成田まで髙木さん、
平山さんと私の3人でお送りしてまいりました。名残
惜しい中、帰国の途に着いたことをお知らせいたしま
す。その後無事に帰宅したとのメールをいただき、ひ
と安心した次第です。特に会員各位には一年間本当に
お世話になり、ありがとうございました。
以上で終わります。
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1.　7月のロータリーレートは1ドル102円です。
2.　地区大会記念ゴルフ大会の案内が届いております。
ゴルフ委員の田中徹会員にお渡ししました。　　
9月19日（金）　ホウライカントリークラブ

3.　那須塩原安全協会黒磯支部長大森貞男様から、秋
の交通安全市民総ぐるみ運動街頭パレードの案内

が届いております。
9月23日。9時30分、那須塩原市健康センター
集合（詳しくは大森貞男会員）。

４．青少年委員会から第18回インターアクト年次大会
の案内が届いております。秋葉委員長にお渡しし
ました。
8月9日。9時30分～15時30分宇都宮共和大学

５．ロータリー米山記念奨学会委員会からクラブ委員
長会議の案内が届いております。鈴木久雄委員長
にお渡ししました。8月17日（日）9時よりホテル
ニューイタヤ。

６．『ロータリーの友』電子版のご案内。電子版の閲覧
方法ロータリーの友ホームページwww.rotary-no-
tomo.jpにアクセスして、『ロータリーの友』電子
版をクリックしてください。IDとパスワードを要
求する画面が出てきますので、下記を、ご入力く
ださい。ID ******　Password ****(公開文書で
すのでIDと PWは伏せてあります。幹事にお問い
合わせ下さい)。

７．理事・役員及び委員会編成、年間プログラムをレ
ターボックスに入れておきました。

８．第34回ふれあい広場の案内が届いております。時
庭社会奉仕委員長にお渡ししました。

９．那須塩原市いいもの特産品カップの案内が届いて
おります。レターボックスに入れておきました。

10. 半田久一様のお別れ会について7月12日（土）受
付13時 30分より　開始14時。

    場所　日本イエス・キリスト教団黒磯教会
    ※ロータリーとしての受付を設けました。
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○　前新世代奉仕委員会　髙木慶一委員長

7月7日澤田吉夫会長と平山博前会長と私と三人で、
一年交換学生李宜蓁ニコルを成田国際空港に送り、予
定通り無事帰国いたしました。皆様には一年間本当に
お世話になり、ありがとうございました。

○　親睦委員会　植竹一裕副委員長

今年度親睦委員会副委員長の植竹です。本来ならば、
秋間委員長がお伝えすべきところですが、所用のため
欠席されておりますので、代わりにご報告致します。
本年度の3分間スピーチですが、昨年度は「「「「「33333・・・・・1111111111そそそそそ
ののののの時時時時時私私私私私ははははは何何何何何をををををしししししててててていいいいいたたたたたかかかかか」」」」」、、、、、一昨年が誕生日や名前に
対するエピソードでした。
今年度は未来への一歩として、スピーチした時から
1年の間に新しく取り組む事や、改善したい事を発表
して頂きたいと思います。
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順番ですが、例年誕生月順でしたが、今回は若い方か
ら順番に発表していただきたいと思います。第一回目
は、吉光寺さんとなりますが本日欠席のため、後ほど
直接連絡致します。万が一次週彼が欠席した場合は秋
葉さんにお願い致します。スピーチの順番は後日レ
ターボックスにお入れ致します。

○　会計田中徹委員長

7 月 22 日(火)栃木銀行指定口座より年会費前期分
100,000円を引落ますのでご準備願います。
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○　会場監督(SAA) 　鈴木隆子委員長

今年度のSAAは、高根沢さん、荒
牧さん、上野さんと私、鈴木の
４人で運営してまいります。
ロータリー活動の要となりま
す例会が秩序と品格を保ちな
がら、明るく暖かくより信頼
と友情を深められる場となる
よう、努めてまいります。
会長・副会長・幹事・各委員長との
連絡は密にとれるようにして、例会が円滑に進められ
るように努めます。
お食事の場がゆったりとして明るく会話が弾むよう、
BGMの選曲にも気を配りたいと考えています。
また、卓話の時間、特に外来卓話の時には、卓話者に
失礼のないよう充分お話をしていただけるような時間
の配分を心がけ気をつけて進行してまいりたいと考え
ています。
お食事の無駄など経費の無駄を極力なくせるよう、欠
席の場合は遅くても当日の朝9時30分までに石山さん
の方にご連絡していただきますようよう、ご協力を願
いいたします。
それでは、澤田会長の目標の一つであります“楽しい
有意義な例会の運営”を目指して４人で一生懸命努め
てまいりますので、一年間どうぞ宜しくお願いいたし
ます。

○　クラブ奉仕委員会 村山茂委員長

澤田年度クラブ奉仕委員会の本年度計画を述べさせ
ていただきます。クラブ奉仕委員会は、11の委員会に
より構成されております。そして、文字通りクラブの
効果的な運営と地域社会への奉仕、会員の維持増強、
クラブや地区、ひいては国際ロータリーのリーダーと
なる会員を育成することを基本方針として活動する委
員会でございます。
具体的には、澤田会長が示された「会員各位が、明

るく楽しく輝いて活動できるクラ
ブ」を念頭に、地域社会奉仕の原
動力となる会員間相互理解と友
情を深めることを柱に、次の通
り活動して参りたいと考えてお
りますので、クラブ奉仕委員会
の各委員会並びに各会員の皆様
には、ご理解とご協力をお願い申
し上げる次第です。
1.　会員の相互理解と友情を深めるための親睦行事の
充実。家族ぐるみ。

2.　充実した例会づくりのためのプログラム作成。卓
話の充実。

3.　会員の維持増強。例会の充実と積極的な勧誘。
4．　クラブ内外への情報発信。地域への情報発信と新
加入者への対応。
それでは、次の順番で各委員会の事業計画の説明を
お願いいたします。ロータリー情報、会報、プログラ
ム、スマイルボックス、会員選考/職業分類です。

○　ロータリー情報委員会　大森貞男委員長

ロータリー情報委員会の大森で
す。本年度は、月江寛智会員、黒
澤洋一会員の3名で活動してま
いります。本年度の計画は：
1.　新入会員には、入会後速や
かに家庭集会を開き情報を
提供します。

2.　会報・プログラム・広報ITの
各委員会の協力を得て、ロータ
リー情報を提供します。

3.　クラブ細則に変更があるときは、速やかに伝えます。
4.　例会プログラムの委員会報告を活用して、例会ご
とに1分間のロータリー情報を提供してまいります。

○　会報委員会　髙木慶一委員長

委員会構成は委員長に髙木慶一、
副委員長に吉光寺政雄会員、委員
に齋藤武久会員、田中徹会員、植
竹一裕会員で構成されていま
す。齋藤年度(2003-2004)に始
まった会報のデジタル配信も12
年目を迎えました、黒磯クラブ
の財政にデジタ配信は貢献してい
ます。
1.　今年度もデジタル配信を続けて行きます。
2.　欠席された会員に例会情報が早く伝わるように土
曜日配信に努力します。そのためには例会で発表

　　



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会 平成26年7月16日 担当 職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の各委員会

●　 7月 9日欠席(敬称略)
大島三千三・黒澤洋一・遠藤清和・高木茂・秋間忍
相馬征志・深町彰・吉光寺政雄

○　前回 7月 2日分メークアップ(敬称略)
遠藤清和・深町彰

した会員は、木曜日の午前中までにCCメールで原
稿を会報委員会委員全員にメールして下さい。外
来卓話の場合は、担当委員会の責任で原稿を入手
し下さい。ご協力宜しくお願いします。

3．　会報の印刷は会員各自にお願いし、希望者には会
報保存用のファイルを作成配布ます。

4.　年度終了時に配信した会報のpdfファイルをDVDに
して配布します。写真集も附録として配布します。

5．　ページメーカーに代わるソフトを研究します。

○　プログラム委員会 室井次男委員長

1.　澤田会長の方針に沿い、各委員
会の円滑な運営及び例会の充
実を目指し、また、RI月間行
事との関連を図ってプログ
ラムを作成します。

2.　プログラムを月ごとに掲示
し、会員への周知を図る。

3.　卓話の充実を期するために卓
話担当委員会に事前連絡をし
て、早めに卓話の準備ができるよ
うにする。

○　スマイルボックス委員会 鳥居輝一委員長

澤田年度の当委員会の計画を発表
いたします。副委員長の髙木茂会
員、委員に荒井昌一会員と津久井
誠二会員それと委員長に私、鳥
居の四名で努めてまいります。
計画は以下の通りになります。
1.　会員一人当たり年30,000円
以上を目標にご理解とご協力
をお願いいたします。

2.　年2回程度会員の達成率をメール
ボックスに入れて周知を図りたいと思っておりま
す。以上ですが、会長挨拶にもありましたが、会
員一人一人が早めに目標を達成する事をお願い申

し上げます。

○　会員選考 / 職業分類委員会 福田逸男委員長

会員選考については、推薦された人
が会員候補者の適正について調査
し理事会に報告する。澤田年度
の目標である増強に努める。
職業分類については、前年度
の職業分類表は、この地区の現
状にそくしたもので、見直す必
要はない。
未充てんの部分については、会
員増強委員会と連携して補充につと
める。

○　村山クラブ奉仕委員長

本日は、時間の都合上5委員会の説明で終了とさせ
ていただきますが、残り6委員会につきましては、7月
30日の例会にて発表させていただきます。"

☺  ニコニコボックス　鳥居輝一君

森本  敬三ガバナー補佐  お世話になります。
澤田  吉夫君  森本ガバナー補佐をお迎えして。
村山    茂君  森本ガバナー補佐、ようこそ黒磯ロー

タリークラブへ。
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