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■司会 SAA 石塚 龍夫君

■点鐘          会長 海老原 均君

■ロータリーソング        我らの生業

■ビジター

国際 RC 第 2550 地区

 地域社会奉仕委員会委員長  中島 恭三様

益子 RC 所属第 2550 地区委員  冨田 兵哉様

■会長挨拶        会長 海老原 均君

皆様こんにちは。客

様のご紹介です。

RI2550 地区、地域社会奉

仕委員長 中島恭三様

RI2550 地区 地区委員 

益子 RC 冨田兵哉様

ようこそいらっしゃいま

した。ごゆるりとおくつ

ろぎください。

 さて、今月はロータリ

ー理解推進月間です。ロ

ータリークラブは皆様も

ご存じのように、ちいさ

な団体ではありません。国際的な団体です。私自身、

何年在籍してもわからないことは多くあります。実

際、わかったつもりでいたこともいくつかあり、会

長になって更に勉強させられている次第です。クラ

ブ運営にあたり、周囲への認知度を深めることも大

切な要因であり、広報活動にも力を入れていますが、

会員自らがクラブ活動や組織について理解できて

いなければ、周囲に理解を深めることはさらに厳し

いものになります。今一度、手元にあるロータリー

関連資料や「ロータリーの友」など配布物に目を通

されて、ロータリーについてさらなる知識と理解を

深めていただければと思います。

 また、本日は外部卓話として、地域社会奉仕委員

会委員長 中島恭三様にお越し頂いております。ロ

ータリーの精神は「世の中でよい事をする」「人の

為になる事をする」「他人の喜びが我が喜びとする」、

日本・世界において「真のニーズに対応した人道的

なプログラムについて」等、地域社会奉仕委員会の

活動について、いろいろ学ばせていただこうと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

■幹事報告           田村 浩次君

1月18日新入会員研

修セミナーが行われま

した。当クラブからは

10 名の会員参加まこと

にありがとうございま

した。この研修を参加さ

れた方は、これを機会に

より一層ロータリーク

ラブを理解して頂けま

すように宜しくお願い

致します。

■委員会報告       副幹事 久保康夫君

 市村情報委員会様からバギオ基金をまわします。
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■委員会報告   IM 実行委員長 石田 順一君

3 月 15 日に行われま

す第 4 グループ IM 実行

委員会を立ち上げます。

実行委員会のメンバー

名簿を皆様にお配りし

たいと思います。その際

には皆様ご協力をお願

いしたいと思います。

■挨拶 益子 RC 所属 第 2550 地区委員

冨田 兵哉様

 皆様こんにちは。

日頃より皆様には大

変お世話になり、本

日は地域社会奉仕の

卓話の場を作って頂

きましてありがとう

ございます。地域社

会奉仕委員会を各ク

ラブにもう少しコミ

ュニケーションをとると言う事で各クラブを訪問

していろいろな形の中でもっと地区とクラブを縮

めようと始まりました。この地区は岡本ガバナーに

お願いして今日初めての卓話になります。今日は中

島さんの卓話が開けると言う事でお世話になりま

す。よろしくお願い致します。

■外部卓話「地域社会奉仕委員会活動について」

RI 第 2550 地区 地域社会奉仕委員会委員長

中島 恭三様

当クラブの地域社会奉仕委員会とは各クラブを

訪問してコミュニケーションを図りましょうと言

うのが第一目的です。クラブにすると地区の委員会

は何をしているの？地区の方ですと報告は頂いて

おりますが、実際は何をしているのか？お互い距離

を縮めてよりよい活動につなげていこうと言う事

で始めました。地区の色々な委員会がありますが、

地区委員の方が卓話をすると言う事で委員の一人

一人の力もつけたいし、皆様の意見も率直に聞きた

いと思っています。

地域社会奉仕委員会と言うのは、鈴木年度より国

際奉仕委員会と社会奉仕委員会を 2つ一緒に致しま

した。財団の方で、未来の夢計画実践もまとめて一

緒に国内外地球の上は一つに活動しようとなりま

した。

我々がやろうとしている事で、うちのクラブとし

ては情報を集める事、各クラブでやっている活動を

まとめましょうという案。皆様がやっている事を集

めて、まとめて、各クラブではこんな事をやってい

るという事を伝えるという作業。またグローバル補

助金事業で、補助金事業についてのお手伝いをしよ

うと一緒に考えてやりましょうと言う事が実践を

推進すると言う事。この 2 つが大きなものです。

3 つめが各クラブを回って、それを実践して話を

していきましょうと言う事です。それが目的ですの

で、何かご意見、ご質問がありましたら何でも話し

ていただければありがたいと思います。

 我々の奉仕委員会は、活動を推進しましょうと言

う事で、社会奉仕活動は自分のポケットマネーから

出しても良いし、みんなで出し合いも良いし、補助

金を頂いても良いし、それは実践の方法です。補助

金を使ってやる事が経済的にもよりよい効果にな

り、活動も出来るのではないかと思います。補助金

の為に活動するのではなくて、活動したいものに対

して補助金を使ってほしいと思います。

 財団というものが財布の紐を握っています。財団

は財団でまた新築補助金が出ます。全部に出すと、

こっちに出してこっちに出さないとなると、なかな

か苦しいですが、今の社会奉仕委員会の中で、ゆく

ゆく財団の方も実際に活動を経験者がよりよい適

切な判断ができるのかなと言う意見はあります。活

動に行ったことの無い方は、あまりわからないです。

年々時間をかけながらよくなっていけば良いと思

っています。

 来年、中谷ガバナーがフィリピンの医療奉仕活動

をやってきます。1991 年にフィリピンの火山が爆

発しました。世界的に大きな影響を与えた火山爆発

です。

 この活動は 22 年間、32 回行っています。奉仕活

動、支援活動というのは、店がない、水がない、そ

れが落ち着いてきたら、いわゆる復興作業、どのよ

うに復興に入るか、皆さんが一人一人経済的に自立

できるか支援する事です。

 社会奉仕活動の方で、フィリピンに図書館を作り

ました。ボランティアは、経過評価で良いと思って

います。それにどれだけがんばって、どれだけ賛同

してくれるかです。プランを立て行う。その後どこ

が失敗したか、どこが良かったか、修正をしながら

見直していくと、もう一度良い活動ができると思い

ます。
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■本日のスマイルボックス    大越 正和君

片田 泰宏君

RI2550 地区

社会奉仕委員長

中島 恭三様 地域社会奉仕委員会の卓話をプロ

グラムにしていただきありがとう

ございます。本日は宜しくお願いし

ます。

益子 RC 
冨田 兵哉様 本日は地域社会奉仕委員会の卓話

に中島委員長をお願い致しました。

素晴らしい卓話ありがとう。

海老原 均君 昨夜は雪との予報がありましたが

雨で助かりました。本日は地区地域

社会奉仕委員会委員長 中島恭三様、

益子 RC 冨田兵哉様ようこそいらっ

しゃいました。お忙しい中ありがと

うございます。卓話よろしくお願い

致します。寒い日々が続いています。

皮下脂肪の薄くなった私には特に

寒さを感じます。

田村 浩次君 中島恭三地区社会奉仕委員長、お忙

しい中卓話いただきありがとうご

ざいます。

岡本 俊夫君 中島様、足利よりの雨天の中の御来

訪に心より感謝申し上げます。うる

さい冨田さんがいつもお世話にな

っております。社内のよんどころな

い事由により欠席となりお詫び申

し上げます。新入会員セミナーに参

加された皆様ありがとう。

篠原  泉君 地区社会奉仕委員長の中島様、足元

の良くないところ遠路御来訪頂き

まして卓話ありがとうございます。

益子 RC 冨田兵哉様ようこそいらっ

しゃいました。会議のため非常に残

念ですが早退を致します。

篠原 宣之君 地区奉仕委員長 中島様、寒い中を

ご苦労様です。

       益子 RC 冨田様ようこそ。

金子 剛士君 中島恭三さん、お久し振りです。地

区委員として一緒に活動した時に

は大変お世話になりました。冨田さ

ん、本日は随行ご苦労様です。

福原 一郎君 中島地区委員長様、卓話ありがとう

ございます。冨田様、御同席ご苦労

様です。

       昨週のクラブ会報に新年例会の写

真が 2 枚掲載されました。ありがと

うございます。

広瀬 紀夫君 地区社会奉仕委員会 中島様、卓話

ありがとうございます。冨田兵哉様、

お世話になります。

柳  浩雄君 地区社会奉仕委員会 中島恭三様、

本日はご多用の中、遠方よりお越し

頂き誠にありがとうございます。卓

話を拝聴させて頂く事を楽しみに

しておりましたが、所用の為、欠席

となってしまいとても残念です。

小倉 俊昭君 社会奉仕委員長 中島様、本日は卓

話大変ご苦労様です。よろしくお願

い申し上げます。

久保 康夫君 2550 地区 社会奉仕委員長 中島恭

三様、卓話ありがとうございます。

バギオ募金よろしくお願いします。

篠原宣之 PP 先週蝶ネクタイ忘れた

そうで会報では付けておきました

ので見て下さい。皆さんも 1 富士 2
タカ 3 なすび探してください。

大堀 文雄君 社会奉仕委員長 中島さん、卓話あ

りがとうございます。益子 RC 冨田

さん、ようこそ。

豊田 光弘君 本日は地域社会奉仕委員長 中島恭

三様、足利よりお越しいただき卓話

大変ありがとうございます。拝聴さ

せていただきます。地域社会奉仕委

員 冨田兵哉様ご同行いただきあり

がとうございます。

久保 賢司君 中島恭三様、卓話ありがとうござい

ます。寒い日が続いておりますが、

皆様の御宅の水道トラブルはござ

いませんか？RC 会員の皆様でした

らすぐに駆けつけますので！

会  員 ¥33,000 米  山 ¥0 
ビジター ¥4,000 そ の 他 ¥0 

前月累計 ¥1,398,353 
合  計 ¥37,000 累  計 ¥1,435,353 

たくさんのスマイルボックス、ありがとうございます！
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■本日の食事

■例会プログラム

■月間予定

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

内
部
卓
話

月
初
会

内
部
卓
話

外
部
卓
話

1月 2月　世界理解月間　RI創立記念日（23日）

■出席報告

在籍 53 名 出席免除 2 名（資格者 1 名   有理由者 1 名）

例会日 出席義務 事前 MU 事後 MU 出席 欠席 出席率 本年度累計出席率

補正後 1 月 8 日 50   42 8 84.0％ % 

1 月 22 日 51 3 - 41 10 80.39％

7 月出席率 8 月出席率 9 月出席率 10 月出席率 11 月出席率 12 月出席率 1 月出席率 2 月出席率 3 月出席率 4 月出席率 5 月出席率 6 月出席率

82.49% 80.52% 89.33% 84.39% 80.48% 

本日のプログラム 次回のプログラム

1月 29日 

内部卓話 

2月 5日 

月初会 

誕生日祝、結婚記念日祝


