
 

 

第２９０４回第一例会報告 

令和４年１０月１１日 12：30～ ニューミヤコホテル 

本日のプログラム「ローターアクトについて」 

小座野会員 

国歌斉唱・RC ソング（奉仕の理想）点鍾：地齋会長 

出席者 １９名 (出席免除会員 ３名)中 

 １９名 (事前メークを含む) 

総数 ３２名 出席率 ６５.５％ 

来訪者  なし 

本日の司会者（SSA栗原委員長） 

今月のお祝い（提箸会員） 

●会員誕生：池上・荻野・利光会員の３名 

●会員結婚：望月会員 

乾杯の発声：板橋会員 

●会務報告（地齋会長） 

 ・池上会員がロータリーの友 10月号に出ています。

「この人尋ねて」の欄です。テーマは、ハンディ超え

「最高の一本」を自然と共にある山のワイナリー、是

非一読してください。 

 ・国際交流協会との接触を図っています。 

・依然としてコロナ禍にありますが、国内支援旅行が

始まりました。入国制限も緩和されています。健康に

留意しながら親睦、社会奉仕等実践的行動に出た

いものです。親睦旅行・地区大会もよろしくお願いし

ます。 

 

 ●幹事報告（提箸幹事） 

  ・１０月は米山月間 

  ・報告事項 

足利大学看護学部 RAC説明会の開催（９／２０） 

・第 8グループ足利４RC会長幹事会（９／２１） 

〇足利４RCゴルフ大会（１１／１６）城山 CC 

〇IMは 2023年 2月 18日を予定 

〇新入会員について 

〇親睦旅行について 

● リモート出席会員の一言：中谷・源田・池上・鹿村 

 ・中谷：コロナも終息に向かっているが？ 

 ・源田：川田先生の思い出が！ 

 ・池上：ロータリーの友、掲載ありがとうございました。 

 ・鹿村：コロナ、終息も近い、諸活動に寄与したい。 

● プログラム委員会(鈴木利男委員長) 

ローターアクトについて、小座野会員 

以下要旨 

足利大学（山前）～本城キャンパスの説明会を実施

してきました。本城キャンパスでは、２００名近い人員と

多くの RC会員の参加をいただきありがとうございました。

手堅い反応を感じました。足利大学の今後の反応を期

待するとともに継続的に接触していきます。 

昨年から会員は７名、（足利大学の生徒・看護科） 

であったが、次年度への引継ぎが困難な状況～今

年度に至っている。現在、2名・実際は休眠状態 

青少年活動から頑張ってきた、対外的にもそれなり

に認められてきたが、いま、何とかしたい！ 

足利大学にローターアクトを設立したい！ 

足利東ロータリークラブの平均年齢は、60 代、20～

30 代のメンバーが入るには壁が高いレベル、RI として

はアクトの若い力を求めているが、 

ホストクラブからの独立～同等のクラブ→本支店関

係が、×、完全独立したクラブとなる！（同一目線） 

いずれにしても、本城キャンパスで 170 人の生徒の

前で、ローターアクト、東クラブの紹介ができたことに大

いに期待しています。 

夢をかたちに：板橋敏雄元 RI会長、山崎、五十嵐先

輩方の努力、源田会員と足利大学、これらを痛切に感

じました。クラブ一丸となって引き継いでいきたい！ 

 
◆ニコニコ BOX 

地齋会長、提箸幹事、赤坂、戸塚、栗原、小座野、

板橋・齋藤（敏）、鈴木、荻野・利光・目黒会員、合計

１２名、１２,000円 浄財に感謝！ 

ローターアクト、北事務所等で皆さん遅くまで一生懸

命頑張っていた姿が美しく、また、楽しかった記憶が

脳裏に浮かんできます。厳しい環境にありますが何と

かしたいですね！ 



 

 

第２９０５例会報告 

令和４年１０月１８日 12：30～ ニューミヤコホテル 

本日のプログラム「赤十字の活動と赤十字活動資金につ

い」 日赤赤十字社栃木県支部組織振興課 森佳世子氏 

鐘並びに RC ソング（奉仕の理想）地齋会長 

出席者 １９名 (出席免除会員 ２名)中 

 １９名 (事前メークを含む) 

総数 ３２名 出席率 ６３.３％ 

来訪者  日赤、森佳世子・宇都宮西 RC 岡川光祐様 

本日の司会者（ＳＡＡ栗原委員長） 

●会務報告（地齋会長） 

 ・今月は地域社会の経済発展月間、米山月間です。 

コロナ～ウクライナ・円安・全国支援～復活の兆し！ 

・「元気ですか」のアントニオ猪木さんの死亡 

・RI、１日 1 ドルの生活～地域社会の経済発展に寄与

すること、能力、スキル向上～経済発展～奨学生制

度、グローバル・地区補助金、フィリピン、ベトナム、

タイ等社会奉仕に携わっていきたい。 

●幹事報告（提箸幹事） 

・地区大会：１２／９－１１（インターアクト）・記念講演：

隈研吾氏・12／8ゴルフ大会 

・ハイライト米山・西クラブ例会変更の案内 

●会員３分間スピーチ（大塚会員） 

 １９７４年（S４９・48歳）東小→二中→足高→明治、司

法書士 2006年今年で 17年目、リーマン、コロナを

順調に推移、妻・長男長女と共に幸せな経過・趣味

は競馬・麻雀・酒、手相は百にぎり、人とのめぐり逢

いに感謝しています。次回は戸塚さんにお願い！ 

● プログラム委員会(鈴木利男委員長) 

 本日のプログラム「赤十字の活動と赤十字活動資金に

ついて」 日赤赤十字社栃木県支部組織振興課 森佳世

子氏、松島課長 

赤十字この１年：令和２年 

「赤十字」とは傷病者の救護活動が原点 

赤い羽根募金と誤解されている。？ 

1． コロナ禍における赤十字の活動：令和２年～（PDF） 

〇赤十字の名前はみんな知っている認知度９９．６％ 

でも、赤十字が何なのか、何をしているかは、あまり良

く知られていない・・・・・ 

イメージ：献血・病院・人道・国の機関？外郭団体？ 

答え：民間の団体、寄付で成り立っている 

日本赤十字社の誕生は１８７７年（明治１０年）西南戦

争（田原坂の戦い～悲惨な戦争）敵・味方なく救護す

る団体を目的に誕生 

赤十字の中心となる活動 

国内災害救護活動 

・医療救護 

・こころのケア 

・救援物資の備蓄と配分 

・血液製剤の供給 

・義援金の受付と配分 

〇もちろん国際支援活動も行っています。 

これらはすべて、寄付で賄われている。民間で、国県

の補助はない、寄付が唯一の財源だそうです。 

寄付金非常に減少しているそうです。ぜひ皆様の浄

財を（担当：日本赤十字社栃木県本部・組織振興課 

電話：０２８－６２２－４３２７ 

写真：森佳世子さん 

 

 
左から、森、松島、岡川様 



 

 

 
◆ニコニコ BOX 

  地齋会長、提箸幹事、五十嵐、栗原、小座野、山

崎、椎名、、荻野・鈴木、齋藤敏・笠原・利光、目

黒会員ゲスト：岡川様 

合計 1４名、浄財に感謝！ 合計１４,000円！ 

第２９０６回夜間例会報告 

令和４年１０月２５日 18：30～ ニューミヤコホテル 

本日のプログラム「米山奨学生について」卓話 

米山奨学生 葉姿君さん 

出席者 １９名 (出席免除会員 ２名)中 

 １９名 (事前メークを含む) 

総数 ３４名 出席率 ５９.３％ 

来訪者  米山奨学生 葉姿君さん・地区米山委員北川

氏（足利 RC） 

  新入会員金子裕美さん（入会式） 

本日の司会者（SAA栗原委員長） 

●会務報告（地齋会長） 

 ・１０月の米山月間は日本独自の特別月間です。 

  民間最大の奨学団体です。我がクラブの故板橋敏雄

会員も奨学会の理事長を７年間も務め、多大な尽力・

貢献は今も語りつがれています。 

 ・親睦委員会において秋の親睦旅行を企画しました。石

巻 RC との親睦を深める東北方面１泊旅行です。 

●幹事報告（提箸幹事） 

 ・地区大会１２／9～11日（日）本会議 

●委員会報告（鈴木部長） 

 ・ゴルフ部：４RCゴルフ→１１／１６（申込１０／１１まで） 

● 米山奨学生「葉さん」に奨学金 

● 委員会報告 

親睦委員会（大塚会員） 

親睦旅行の案内１０／２８までに 

● 3分間スピーチ（戸塚会員） 

1995 年入会・当時 35 歳・会員 70 名（下から 3 番目

の若さ？）電気設備工事、太陽光などに従事 

五十嵐会長の時、幹事：20１2 年に会長（幹事は地齋

さん）その後、地区の国際奉仕に 3年間、在籍 27年 

会員 70名の全盛期に戻したい！ 

次の指名→荻野光一会員（よろしく） 

 ●本日のプログラム（鈴木プログラム委員長） 

「米山奨学生について」卓話者：葉姿君さん 

なお、地区米山委員会から北川氏（足利わたらせ

RC）が米山の由来、地区の現状等について補足説明が

なされました。 

以下、葉さんの卓話要旨です。（パワーポイントによる

約 25分の卓話） 

1998 年、台南生まれ、日本の九州と同じ、2340 万人、中

国語、日本から約 3 時間・家族 6 人、農業・果物・建築業

を営んでいます。台南＝日本の京都といわれています。 

・来日の理由：高校の時、来日以来海外の一人暮らし、自

立のために留学生として目的を果たしました。 

・ローターアクトで国際交流ができた。 

・大学では学業以外に日本語、簿記 3 級試験にチャレン

ジ、現在、卒論のゼミとして、中国と日本のコロナウイルス

事情等をまとめています。 

・米山になってから、バイトと勉強のはざまからの脱却、勉

強・友達ができた。出会いの大切さ、RCの奉仕活動・ロー

ターアクトを通じて、貴重な体験、人前で話すことなどを経

験し自分に自信を持つことができた。 

・今後、日本に就職し、米山学友会に参加、社会奉仕、

国際交流に貢献したい。 

 



 

 

 
写真中央が金子会員 

◆ニコニコ BOX 

  地齋会長、提箸幹事、五十嵐、山崎、赤坂、中島、

戸塚、大塚、金子、鈴木、栗原、椎名、荻野、齋藤

（敏）、利光、目黒会員 

合計 1６名、合計１７,000円 浄財に感謝！ 

追信：ロータリーの友１０月号に、足利わたらせ RC

の栃木秀麿先生の記事が友愛の広場１６Pに投稿さ

れていました。「米山記念館で２４年前の米山奨学生

と再会」とありました。 

米山梅吉記念館（静岡県）で移動例会を実施し、そ

の際、現在お世話している２名の奨学生と、２４年前

にお世話した奨学生がコロナの関係で、栃木先生宅

にマスクと予防衣を送っていただいたことから２４年

ぶりに、記念館で再開し、米山記念奨学事業の果た

す役割を改めて理解でき、有意義な機会であったと

投稿されていました。池上会員の記事と合わせて是

非、一読を！ 

 

中央から、金子、地区の北川氏（足利わたらせ）葉さん 

 

栗原裕史新入会員（アフター５でお世話になります。） 

 


