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2019-2020 年度 第 1842 月回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：藤島 拓 幹事：酒澤伸二 広報委員会リーダー：坂本昭一 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会              小保方 明美 会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング「それでこそロータリー」    

    ビジター紹介          黒崎 丈博 委員 

 

§ マハラザン・サハン・シラさん（米山奨学生） 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

12月 8日（日）に作新大学で「ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅢ」が開催さ

れて、仲田会員、安齋会員、中野会員、藤島の 4名が卒業致しました。長谷川会員は 1月に福島でパ

ートⅠを受けて卒業する予定という事で、頑張って下さい。ロータリークラブの事を学び、他クラブ

の方との交流ができ、非常に有意義な時間を過ごす事が出来きました、多くの会員が参加して、ロー

タリーについて学ぶことが、クラブの活性化につながると感じました。 

さて、本日は「国際奉仕活動」についてのクラブフォーラム（討論会）を計画しました。当クラブ

の過去の国際奉仕事業を現況報告書（Ｐ77）で確認すると最近では 2018 年 3 月に「ホーチミン市の

児童福祉財団ローズハウス訪問 孤児に対する支援金 3000 ドル寄付活動」を行っております。ベト

ナムでの国際奉仕活動は、ホーチミンで安齋会員がお仕事をされている繋がりで、いろんな準備等ご

協力を頂いて実現できた事です。2018年度は「ネパールにおける人道的奉仕活動」等を計画しました

が、なかなか、まとまらずに、実施まで至りませんでしたが、「第 3グループ合同国際奉仕事業（タイ

国への消防車寄贈事業）」に参加致しました。この「タイ国での国際奉仕事業」に参加して、国際奉仕

を実現させるには、様々な問題がある事を経験した時に、国際奉仕について、会員全員のご意見等を

知りたいと思い、本日、テーブルミーティングを行うことに致しましたので、ご意見等、発言して頂

けますようにお願い申し上げます。 

 幹事報告             酒澤 伸二 幹事 

 

§ 12月 8日(日)RLI part3 が開催されました。ご参加された皆様、全課程修了おめでとうございます。 

§ 本日は、国際奉仕を議題としたクラブフォーラムとなります。 

§ 本日、18：30より、パスト会長会を開催致します。 

§ 田口久雄会員が 12月末での退会となります。         

12 月 第 2 例会          

2019 年 12 月 11 日(水)      会員数 53 名 出席 29 名 
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 12 月のお祝い事          黒崎 丈博 委員 

 

§ 会員誕生 喜内敏夫会員・小塚照夫会員・鈴木秀明会員・関口 隆会員・中野智之会員 

§ 入会記念 平澤照隆会員・笠原正人会員 

§ 婦人誕生 金田秀壽会員・坂本昭一会員・物井栄三郎会員・横尾憲一会員 

   § 結婚記念 喜内敏夫会員・黒崎丈博会員・仁平尚輝会員 

   § 創立記念 村上芳弘会員 日東石油(株) ・ 笠原正人会員 アサヒタクシー(株) 

          枝野修一会員 (有)アニマート・大島スミ子会員東亜警備(株) 

       黒田義章会員 足利銀行 江曽島支店 

 

    スマイルボックス委員会報告    安齋 誠一 委員 

 

§藤島 拓会長  本日は国際奉仕のクラブフォーラムです。テーブルミーティングよろしくお願い致し

ます。 

§中野智之副会長 RLI卒業しました。大変勉強になりました。 

§酒澤伸二幹事  本日の例会もよろしくお願い致します。 

§仲田俊夫会員  RLI卒業しました。入会年数の若い会員が受講することを薦めます。 

§長谷川博夫会員 先日は RLI受講しました。大変勉強になりました。 

§鈴木秀明会員  国際奉仕へのご協力よろしくお願い致します。 

§坂本昭一会員  クラブフォーラム国際奉仕についてよろしくお願い致します。 

§嶋田辰雄会員  15日陽南ロータリークラブとの合同ゴルフコンペに参加してきます。 

§田中正夫会員  クリスマス家族会に出席できないので、今日が今年最後の例会出席となります。皆様

良いお年を！ 

§大島スミ子会員 12月 21日のクリスマス家族会に出られませんので、今日スマイルさせていただきま

す。 

   §村上芳弘会員  今年も残りわずかになって参りました。無事に過ごせるよう願っています。 

   §若月章男会員  令和元年も残りわずかとなりました。健康に留意して良い年を迎えましょう。 

   §村田宏明会員  年末を元気で乗り切ろう!! 

   §高久和夫会員  マニラ、上海から無事帰りました。 

   §塩田 潔会員  先週は村上先輩の卓話を聞くことができずに申し訳ありませんでした。 

   §岩本一男会員  今日は非常に暖かいです。冬は遠くなりました。 

   §黒崎丈博会員  本日、例会よろしくお願い致します。 

   §関 享一会員  しばらく出席していなくて大変申し訳ありませんでした。 

   §喜内敏夫会員  金沢にいました母が 11月 8日に亡くなり、10日通夜、11日告別式を親戚のみで行い

ました。南クラブからもご香典をいただきました。誠にありがとうございます。 

   §安齋誠一会員  国際奉仕、藤島会長の基で実行したいものです。 

    

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   20 名 金額  29,000 円  
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 クラブフォーラム 

 

議題：国際奉仕活動について  

     

１．国際奉仕活動とは（定款より） 

他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通

じて、他国の人々とその文化や習慣、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理

解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動 

    ２．過去の活動 

（１）ホーチミン児童福祉財団 孤児に対する支援 

（２）ダナン社会福祉協議会 孤児に対する支援 

（３）ホーチミン児童福祉財団ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾝﾌﾞｰﾜｰﾑﾊｳｽ、ローズハウス支援 3,000ドル寄付 

（４）第 3Ｇ合同国際奉仕活動 タイ国への消防自動車寄贈事業 クラブ負担金 50,000円 

    ３．過去の活動の課題（問題） 

（１）関係する会員の負担（旅費等）が大きく、会員全員が関わる事が困難である 

（２）RCは原則「単年度」であるため、相手方との関わり合い方（継続奉仕）が難しい 

（３）国際奉仕活動の妥当と言える金額はどれくらいなのか。※資金負担が大きい 

    ４．今年度委員会の計画   資料参照 

    ５．予算額            ２００，０００円（スマイル支出、資料参照） 

    ６．今後の活動について 

（１）現在「ＮＰＯ法人セブウイッシュ（セブ島の貧困家庭とそこに育つこどもたちの支援）」の支

援を委員会で検討中です。・・・これについての意見を発表してください。 

（２）「今後実施したい国際奉仕活動」や「寄付を考えるとした場合の金額はどれくらいが良いか」

等を発表してください。 

（３）２０１９年９月に実施された「第 3グループ合同国際奉仕活動」についてどう思うか、発表

してください。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    田中正夫 委員 

 

会員数   53名  前々回 11月 27日 

出席数   29名   訂正率  68.09％ 

欠席数    24名       

出席率  63.04％ 

％       

例会予定 

第 1843 回  12 月 21 日(土) 

夜間例会 

クリスマス家族会 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1844 回 

1 月 8 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

新年会 
ホテルニューイタヤ 

第 1845 回 

1 月 15 日(水) 
12：30～13：30 通常例会 ホテルニューイタヤ 

第 1846 回 

1 月 22 日(水) 
12：30～13：30 

知事卓話 

(宇都宮陽南 RC 合同例会) 

栃木県知事 福田富一 様 

ホテルニューイタヤ 

第 1847 回 

1 月 29 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

北関東綜合法律事務所  

横田康行様 

ホテルニューイタヤ 

 


