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第39回例会

点　　鐘　　田嶋（章）会長

司　　会　　副ＳＡＡ　床井会員

◇ロータリーソング「我等の生業」

◇本日のランチ　ハヤシライス

　　　会長挨拶� 田嶋（章）会長　

皆さん、こんにちは。４月10日の台湾高雄の

鳳山西區ＲＣ歓迎例会につきましては、スムーズ

に運んだと思っています。また、鳳山西區ＲＣの

方々も11日の朝に帰る時には、かなりテンショ

ンを上げられて、私どもにもまた来て下さいと

おっしゃって帰られましたので、非常に喜んでい

ただけたのではないかと思っています。これから

も交流が継続していけばと考えております。

４月15日（土）につきましては、陽東ＲＣが

25周年ということで、記念式典に行って参りま

した。現在、55名まで人数が増えてきて、女性

の会員率は県内一だそうです。25年間、一度も

会員が減ったことがないそうで、順調になさって

いると感じて帰ってきました。

◇Ｒ財団より表彰　　　太城敏之ガバナーより

＜ＰＨＦ＞

黒澤　佳樹会員

齋藤　秀明会員

手塚　正智会員

山中　和弥会員

＜マルチプルＰＨＦ＞

野口　忠男会員（４回目）

小篠　一暉会員（３回目）

田邉　幅一会員（３回目）

尾野﨑孝夫会員（１回目）

吉川　卓志会員（１回目）

◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰

＜米山功労者＞　マルチプル

辻　裕司会員（３回目）

幹事報告� 片嶋幹事
　

◇レターＢＯＸに現況報告書及び会員一覧記載の

内容確認を配付。確認後、訂正がある方は５月

10日までに事務局へ。

◇レターＢＯＸに鳳山西區扶輪社からいただいた

ピンバッチを配付。

　※各テーブルに配付されたお菓子は、鳳山西

區扶輪社からのお土産

◇親睦趣味の会の代表の方は、現況報告書に掲載

するための今年度活動報告を、５月10日まで

に事務局へ提出を。

◇回覧物：冊子「戸祭地域の歴史再発見」

巻末に協力機関宇都宮東ＲＣと記載有り

（25周年記念事業の冊子「宮の細道」を提供し

たことによる）

委員会報告

◇スマイルボックス委員会� 渡邊（和）委員長　

細谷俊夫会員

４月15日の親睦のゴルフで優勝しました。

炭田匡利会員

４月14日に当社、アド宣通の創立40年の

祝宴を開催しました。多数の方にご臨席いた

だきました。ありがとうございました。

太城敏之ガバナー

４月16日に誕生日を迎えました。無事、

73才になりました。ガバナーも後２ヶ月半



となりました。残りも頑張ります。

　渡邉有規会員　　

先日４月15日の親睦ゴルフにておそれな

がら第５位になりました。パートナーに恵ま

れたおかげとスマイルさせていただきます。

辻　裕司会員

４月10日、鳳山西區ＲＣ来訪にはお世話

になりました。県では知事にもお話をいただ

き満足して帰られたと思います。

◇親睦委員会　　　

＜誕生祝い・４月＞� 松山副委員長　

会員誕生

金田　　剛、小菅　庸二、中村　　明

坂田　早苗、鈴木　　明、太城　敏之、

山中　和弥、吉田　恭平　各会員

夫人誕生

羽石　光臣、長野　榮夫、笹沼　道正、

鳥居利一郎、戸﨑　勝彦、薮下　行平、

谷田部　修　各会員の奥様

クラブ協議会（第５回）

＜2018-19年度　地区研修・協議会の報告＞　　

� 司会進行　手塚次年度幹事　

４月８日に行われましたＲＩ第2550地区の

「地区研修・協議会」の報告をさせていただきま

す。今回のホストクラブは、宇都宮西ＲＣでした。

会場は、宇都宮短期大学、須賀友正記念ホールに

て行われました。当クラブからは次年度会長以下

13名で参加してきました。

会長幹事部門では、五味渕秀幸会長エレクトと

次年度幹事の手塚、職業奉仕部門では、渡邊和裕

次年度職業奉仕委員長、クラブ奉仕部門では、稲

見京二次年度副会長兼クラブ奉仕委員長、田原�

聖次年度プログラム委員長、片嶋常隆次年度ロー

タリー情報委員長、青木格次次年度ソーシャルメ

ディア委員長、相馬克美次年度会員増強委員長、

青少年奉仕部門では、清水秀修次年度インターア

クト副委員長、松山�栄次年度ローターアクト委

員長、社会奉仕部門では、山中和弥次年度社会奉

仕委員長、国際奉仕部門では、谷田部�修次年度

国際奉仕委員長、ロータリー米山記念奨学会部門

では、吉高神�渡次年度ロータリー米山記念奨学

会委員長が出席致しました。

１. 会長幹事部門� 五味渕次年度会長　

研修・協議会は午前中が全体会、午後が部門別

の分科会で、そしてまた全体会に戻り、総括があ

り、最後に太城ガバナーから伊東ガバナーエレク

トへの引継ぎがありました。

午前中は、第2550地区2018-19年度ガバナー

の伊東永峯さんから「ガバナーメッセージと地

区目標」の話がありました。2018-19年度ＲＩ

会長バリー・ラシン氏のＲＩテーマが“BE� THE�

INSPIRATION”�「インスピレーションになろう」で

す。副題が「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。」ということで、

ポール・ハリスを偲んで、今一度、彼のインスピ

レーションを探る努力が必要である、ということ

でした。2018-19年度の地区目標は、①ポール・

ハリス生誕150周年記念事業の実施②ロータリー

財団への支援（１人当たり150ドル、ポリオプ

ラス30ドル）③米山記念奨学会への支援（１人

当たり19,000円）④ＲＬＩ（ロータリー・リー

ダーシップ研究会）の推進⑤１クラブあたり２名

の純増目標⑥出席率向上とメークアップの奨励⑦

ロータリー会長特別賞を目指しましょう、という

ことでした。次に、地区の研修リーダーの鈴木宏

さんから「元気なクラブ作りをするために」とい

う講演がございました。「地域社会に暮らす人達

が他人のために何か良いことをしていこうという

きっかけ、気づき、インスピレーションになれば

最高である」ということと、「一人一人のロータ

リアンがインスピレーションを働かせ、ロータ

リーに変化をもたらす発想の転換を行ない、新し

い発想のもとにロータリーを活性化していくこと

の重要性を感じていただきたい、そして素晴らし

い仲間を増やして、元気なクラブが集まる地区

を目指しましょう」ということでした。その他、

2017年度の決議、審議会の報告、2017-18年度一

年交換の５名の受け入れ学生と2018-19年度の６

名の派遣の学生のスピーチがありました。会長幹

事の部門別では、ガバナーメッセージと地区目標、

地区資金、基金、協力金、収支予算書、送金カレ

ンダー、ガバナー公式訪問日程表、ガバナー公式

訪問タイムスケジュールの連絡、クラブ現況報告

書の記載要領などの研修を受けて帰ってまいりま

した。

２. ロータリー米山記念奨学会部門　

� 吉高神次年度Ｒ米山記念奨学会委員長　

米山記念奨学会の本来の目的は、お金を集める

事ではなく、日本との架け橋になる人、つまり、

奨学生を一人でも多く育て、国際平和に貢献する

事にあります。その奨学生の人数は、地区の寄付

金額によって割り振られます。今年の４月からは、

2015-16年の寄付金総額で決められ、前年の全国

７位から９位になり、22名から21名と１名減に

なってしまいました。今年度の地区目標は普通寄

付、特別寄付の合計で１人当たり19,000円、出

来れば22,000円と設定されました。寄付はして

みたいがどうすればいいのか、という皆様に、簡

単な方法等について検討して参りたいと思います。
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また、特別寄付をしてくださった方々には、これ

まで同様、宜しくお願いいたします。

来年度から奨学生の世話クラブの他に、同じ奨

学生をサポートするサブ世話クラブ制度をはじめ

るそうです。年に２回程度、サブクラブの例会に

出席したり、社会奉仕活動に参加して貰おうとい

う制度で、サブクラブには地区から１万円の補助

金が出るそうです。学友会についてですが、2550

地区はこれまで、約670名の学生を世話してきた

そうですが、今現在、連絡がとれるのは約100名

とのことです。今後は奨学金が終了しても、カウ

ンセラーの方には年１～２度連絡を取り続けてい

ただいて、ずっと連絡が取れるような体制をとっ

ていきたいと考えているようです。

３. 職業奉仕部門　

� 渡邊（和）次年度職業奉仕委員長　

職業奉仕部門の分科会ではＲＩ会長テーマの

「インスピレーションになろう」というところか

ら、行動意欲を引き出して活動出来たら良いので

は、という話し合いがされました。各クラブ、職

業奉仕に対する活動内容を発表したのですが、そ

の中で、小中学生に職業について話をしにいくク

ラブも多数見受けられ、東クラブも機会があれば

学校に訪問し、それぞれの職種の話をしてあげる

ような活動も良いのでは、と思いましたので、お

話があれば是非、お受けしていきたいと思ってい

ます。五味渕年度は例年通り、職場訪問、宇都宮

東警察署の優良警察官の表彰、職業奉仕に関する

卓話などをお願いして行く方針ですので、ご協力

お願い致します。

４. クラブ奉仕部門

� 稲見次年度副会長兼クラブ奉仕委員長　

地区クラブ奉仕委員長は中村勝委員長（陽南Ｒ

Ｃ）、カウンセラーが太城ガバナーで、分科会が

行なわれました。クラブ奉仕委員会の任務として、

将来性、継続性を重視したクラブの育成強化と会

員増強、会員維持のサポートをメインのテーマに

掲げております。ここ１年、会員増強について

は、各クラブとも大いに力を入れているところで

すが、基本的に会員増強は成果であって目的では

ない、また、公共イメージは高めるものではなく

高まるものである、そのためのクラブ強化、活性

化を通じた魅力あるクラブ作りが必要不可欠であ

る、という伊東ガバナーエレクトの方針のもとで、

今年度はクラブの組織維持拡大のため、会員増強

を進めます。伊東ガバナーエレクト年度は１クラ

ブ２名の純増を掲げております。なお、五味渕

年度、宇都宮東ＲＣにおきましては、年間10名、

創立60周年に向けて会員数150名を方針として掲

げております。そのため、新会員勧誘用のパンフ

レットを刷新して取り組みたいと思います。また、

入会したメンバーが活発に活動していけるように、

ロータリー情報委員会と協力してロータリーを理

解できる情報を集め、発信していきます。

伊東ガバナーエレクトは例会プログラムの重要

性をテーマに掲げております。五味渕年度はより

楽しく、充実した例会にするために、多彩な卓話

者にお願いし、例会プログラムを充実させたいと

思います。同時にロータリー内外の各委員会と連

携して公共イメージの向上に取り組みたいと思っ

ています。また、ソーシャルメディアを活用する

事でロータリーの活動を広く発信していくことが

可能となりますので、ソーシャルメディアの活用

方法を検討していく所存です。出席、スマイル

ボックス、会報雑誌、会員選考、ソーシャルメ

ディアのクラブ奉仕各委員会は、プログラム委員

会、会員増強委員会、職業分類委員会と連携して

クラブの活性化のために活動して参ります。

５. 青少年奉仕部門

� 小林（正）次年度青少年奉仕委員長　

当日は都合により出られなかったので、清水副

委員長と松山委員長の話を元にご報告いたします。

青少年奉仕部門は2010年の規定審議会で５大奉

仕部門のひとつになり、2013年に新世代奉仕と

いう名称から青少年奉仕に変わりました。当地区

の青少年奉仕は、ロータリー青少年交換、ＲＹＬ

Ａ、インターアクト、ローターアクトは年齢が青

少年にあたるので、当地区では青少年奉仕委員会

の中に入っています。一番気を付けていただきた

いことは、青少年に対するセクシャルハラスメン

ト、パワーハラスメントとのことです。地区の

ホームページにも、青少年の扱いに関する手引書

が載っているそうです。

青少年交換については、輪番制で、次年度は当

クラブでの受け入れはありません。一年交換学生

は、当クラブでは田嶋年度で派遣している小石川

さんがおりますが、来年は６名の高校生が各国に

派遣されるということです。ローターアクトは、

当クラブの髙木会員が次年度より地区の委員長で

す。宇都宮東と足利東しかありませんので、他の

グループ内で是非設立して欲しい、とのことです。

インターアクトに関しては、昨年度、宇商で提唱

することが出来ました。インターアクトは楽しく

意義のある奉仕プロジェクトに参加する機会を青

少年に与えるものということで定義されています。

現在世界では２万以上のクラブがあり、約47万

のインターアクターがいるそうです。当地区では

17クラブ、665名が活動しており、日本の34地区

の中では３番目に大きいそうです。インターアク



トクラブは台湾との交流が一番のメインの行事で、

今年の２月４日～ 28日まで、3470、3461、3490

地区が台湾の台北を除くマルチディストリクトの

プロジェクトとして当地区と学生の交換を行って

おります。２月の時には、３地区から33名のイ

ンターアクターが来日し、当地区のインターアク

トとの交流をしております。３月27日から30日

までは、私も同行させていただきましたが、台湾

の台南地区を中心としたインターアクトの学校と

交流を行っております。太城ガバナーの方針にも

ある植樹ですが、来年度もインターアクトで、足

尾の植樹と台湾は、クラブ独自で支援することに

なっていますので、ご協力お願いします。

６. 国際奉仕部門

� 谷田部次年度国際奉仕委員長　

国際奉仕委員会の分科会では、宇都宮ＲＣの取

り組み、タイへの消防車の寄贈のプロジェクトに

ついての発表を伺いました。東ＲＣでもカンボジ

アに同様に消防車を寄贈するという事業をやり

ましたので、興味深くお伺いする事ができまし

た。東ＲＣでは消防車の引き渡し式まで同行出来

ましたが、そこまでは出来なかったとのことでし

た。事例発表の後に、各テーブルに分かれ、テー

ブルディスカッションがあり、各クラブが取組ん

でいる国際奉仕活動の事例を伺ったり、東ＲＣで

やっていることなどを発表させていただきました。

各クラブの悩み、実情につきましては、地区では

グローバル補助金、或いは地区補助金による国際

奉仕活動を推奨しておりますが、申請が大変であ

るということ、グローバル補助金に関しては、相

手先が必要といった縛りがあるということで、各

クラブが独自の活動をしているというのが現状の

ようでございました。地区の国際奉仕委員会から

は他のクラブの取り組みや情報提供についての卓

話を是非させて欲しい、という依頼がありました。

そういった意味で例会に卓話者として地区から来

ていただくこともご一考いただければと思います。

７. 社会奉仕部門

� 山中次年度社会奉仕委員長　

社会奉仕部門では効果的な奉仕プロジェクトと

は何か？について説明を受けた後、伊東ガバナー

年度の地区社会奉仕委員の年間活動予定として、

①「貧困児童・虐待児童について」

2550地区で活動しているクラブとその内容

と県内の子供食堂の一覧の情報を提供、「貧

困児童について」関心アンケートの実施、ク

ラブへの卓話訪問、ガバナー補佐が召集する

会長・幹事会へ参加して情報交換など、推進

②「社会奉仕活動に関する研修セミナー」

太城年度同様「子供の貧困・児童虐待防

止」の演題で開催予定

③他地区の社会奉仕委員会へ訪問して情報交換

ということでした。

また、飯村パストガバナーより、インターアク

ト・ローターアクトと協力して事業を行うとよい

と推奨がありました。

追加報告� 手塚次年度幹事　

◇本日18時30分～�イタヤにて�次年度理事役員

会開催。
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