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会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆様こんにちは。夏の暑さも和らぎ、朝晩は少し
ひんやりもする今日この頃です。皆様、いかがお
過ごしでしょうか。
世間では、世界柔道が日本武道館で連日開催
されています。日本武道館は、来年の東京オリン
ピックの柔道会場ということで、選手も、オリンピッ
クの前哨戦と、熱い戦いが繰り広げられています。
やはり、日本選手が優勝する競技は見ていて楽し
いと感じる次第です。昨夜、いきつけのサウナのテ
レビで、世界柔道を見ながら、こういう放送を、柔
道をしている子どもたちは目を輝かせながら見て
いるんだろうな、と思いました。華々しい大会は、
子どもたちにとって憧れとなり、次のオリンピック選
手が生まれるのだと感じた次第です。
さて、本日の卓話は、国際奉仕委員会が担当し
ている消防自動車をタイへ送るプロジェクトについ
てお話させて頂きます。この件は、もとは宇都宮ク
ラブが主体となって、消防署や消防団で使用済み
の消防車を、タイへ送るプロジェクトから始まりまし
た。タイは、数年前にもニュースになりましたが、熱
帯雨林の気候で、梅雨時になると大量の雨で冠
水してしまう地域です。日本の工業団地が、冠水
して操業を停止したこともありました。
出席報告

出席委員会

秋葉秀樹君

8-28

司会 瀬尾紀夫君

消防車は火事の際に消火活動で使用しますが、
冠水した雨水をくみ取り、放出するにも適している
ということです。
日本の規格では、使用済みの消防車でも、まだ
まだ使えます。そして、消防車は日本製であります。
性能もよく、大切に使えば、長年使えます。消防車
を、ロータリークラブが送料を負担して、タイへ送る
プロジェクトはお互いがウィンウィンの関係となるも
のです。
来月、9月13日から16日まで、クラブからは、大島
会員、石山会員、秋葉会員とともに、私と家族で
行って参ります。当初は会員の皆様と、私だけで
行くつもりでしたが、仕事柄なかなか家族旅行も行
けないので、たまには家族サービスをしたいと思い、
妻子を連れて行って参ります。タイへ行く会員には、
クラブから旅費の補助として各2万円頂きます。会
員の皆さまに感謝を申し上げ、またタイの皆様、お
世話いただく宇都宮クラブの皆様との交流を楽し
んで参ります。
最後になりますが、本日の午後6時半より、こちら
石山さんで定款細則検討委員会を開催させて頂
きます。対象の皆様は、宜しくお願い致します。
ご静聴ありがとうございました。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

（出席規定の免除会員数7名）

例会日

会員数

出席数

欠席数

出席率

本日

8月28日

38（7）

34（6）

4（1）

91.8％

前回

8月21日

38（7）

31（6）

7（1）

84.2％

MU 数

修正出席率

3

91.8％

欠席の場合は当日 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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第7回幹事報告
1. ガバナー事務所より10月27日開催・地区社会
奉仕研究セミナーのご案内が届きました。安藤
社会奉仕委員長へ転送致しました。
2. 同じくガバナー事務所より、ホノルル国際大会
よくある質問についてのご案内が届きました。
鈴木隆子国際奉仕委員長へ転送致しました。
3. 那須野巻狩まつり実行委員会より、那須野巻
狩まつり推進体制についての案内が届きまし
た。安藤社会奉仕委員長へお渡ししました。
4. 私事でございますが、先日の夏まつりには各方
面よりご協力ご配慮を頂きありがとうございまし
た。この場をお借り致しまして御礼申し上げま
す。

委員会報告 荒牧明二副会長

 職業奉仕委員会 委員長 泉道夫君

皆さんこんにちは職業奉仕委員会の泉道夫でご
ざいます。会員手帳が出来上がりましたのでレター
ボックス2部ずつ入れしました。もし相違がございま
したら私にご連絡ください。

ニコニコボックス 田中徹君

皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。

 旅行愛好会 臨時幹事 大森貞男君

村 山 茂 君

本日は天皇陛下ご一家還幸啓
でございます。

卓話 米山記念奨学会委員会
委員長 田中徹君
本年度の米山記念奨学会委員会は副委員長に
井出法会員、委員に福田逸男会員と委員長田中
の３名が配属されております。
10月が米山記念奨学会の月間となっております
ので担当卓話の時間には地区に講師派遣の依頼
をして詳しく説明を頂くつもりでおりましたがプログ
旅行愛好会の総会を下記の通り開催いたします。 ラム変更により本日となりましたので皆様には残念
本日回覧をいたしております名簿にご参加出来る な事ですが私が時間を埋める事になりました。
先日２５日の日曜日にクラブ米山記念奨学会委
方はチェックをして下さい。
員長研修会が行われました。
前回までに旅行愛好会に×を入れた方でも考え
当クラブでお預かりしております「クオン・ホジン」
直して入会を希望の方も参加できます。
君も卓話者として発表されておりました。
さて、この後の時間はロータリーには関係のない
記
体験をお話しするのが田中流なのですが本日は
期日：9月18日（水）「例会はお休みです」
米山記念奨学会について設立から現在に至るま
場所：石山「例会場」
でをかいつまんで話してみようと思います。
会費：5,000円
以上
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1952年12月
日本で最初のロータリークラブを創立した米山梅
吉氏の功績を記念して東京ロータリークラブが米
山奨学制度を設立

【2017年の収支】
収入
支出

1954年09月
奨学生第１号としてタイ国よりソムチャード君が来
日
1957年09月
国内全クラブの合同事業として「ロータリー米山
記念奨学会」が結成され全国組織となる
1958年04月
「ロータリー米山記念奨学会」として全国の大学
から８名の奨学生を受け入れる
1967年07月
財団法人ロータリー米山記念奨学会となる。６ヶ
国59名
1998年10月
米山奨学生の出身地をロータリークラブ所在国
にかかわらず全ての国・地域に拡大し国籍別の
資格制限が無くなる
2012年01月
「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」に移
行
2015年04月
奨学生730名
累計奨学生 123カ国18,506名 (現在は20,000
超)
2018年

奨学生852名

2019年

奨学生860名（予定）

8月28日欠席(敬称略)
小野安正・髙木慶一・荒井昌一・戸野俊介

次回例会

寄付金 １４億３，３００万円
事業費 １４億５００万円
・奨学金 １１億６，８００万円
・その他
２億３，６００万円
（内訳）地区、世話クラブ、学友会等
への補助 1億2,900万円、広
報等・人件費

最近のデータ（個人寄付)では
2550地区(栃木)は会員数1,766名、18,601円で全
国 8 位 。 最 上 位 は 2590 地 区 ( 神 奈 川 ) で 会 員 数
2,049名、28,210円
「米山学友会」
学友会は、日本では33団体、海外には9（韓国・
台湾・中国・タイ・ネパール・モンゴル・スリランカ・
マレーシア・ミャンマー）にあります（2019年4月末
現在）。母国での海岸清掃や貧しい子どもへの支
援などの奉仕活動を行ったり、ロータリークラブと
連携しながら地域貢献活動を行っています。
☆ベトナム（ホーチミン）学友グループ
［余談］
愛知県のロータリアンより株式の寄付がありこの
株式の配当金が高額になると思われ奨学生に対
する支援も更に充実させていくそうです。
寄付金には遺言寄付もありますので「遺言寄付
申込書」を必要な方はお知らせください。

前回 8月21日分メークアップ(敬称略)
植竹一裕・大島三千三・時庭稔

令和元年9月4日

近隣クラブ例会日

担当 会報委員会

近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋

0287-36-0028

○木曜日

大田原/ホテル龍城苑

0287-24-2525

○水曜日

塩原/塩原カントリークラブ

0287-35-2211

○金曜日

黒羽/ホテル花月

0287-54-1105

○木曜日

大田原中央/勝田屋記念会館

0287-23-4165

会報委員会：髙木茂・稲垣政一・鳥居輝一・秋葉秀樹
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