
 

 

第２９０７回第一例会報告 

令和 4年１１月８日 12：30～ ニューミヤコホテル 

本日のプログラム：会員卓話「伊勢の神宮と氏神様」 

※提箸照之幹事 

出席者 2１名 (出席免除会員 ４名)中 

 名 (事前メークを含む) 

総数 3４名 出席率 ７０.0％ 

来訪者  なし 

   

本日の司会者（SAA栗原委員長） 

●会務報告（地齋会長） 

だいぶ肌寒くなり、紅葉の季節となりました。１１／６

日は第４５回の足利尊氏マラソンがありました。当時

は青年会議所が主催であり、スタッフとして運営に携

わっていました。 

足利市サッカー協会への地区補助金で購入した用

具が出来上がり、１０／２７日より活用始めるとの連絡

がありました。 

２５５０地区で、「組織規程を理解し変化に対応する」

セミナーが開催されました。主催は研修リーダーの

中谷研一会員です。講師は、２５００地区小舟パスト

ガバナーでした。 

親睦旅行、１１／１８－１９、石巻東 RC に例会訪問を

メインに行います。 

●幹事報告（提箸幹事） 

 ① ガバナー事務所から「財団 NEWS１１月号」配信。 

 ②「ロータリー財団月間」のリソース 

●委員会報告：特になし。 

● 3分間スピーチ（荻野光一会員）金属製品製造 

入会、山崎年度 18年経過しました。 

2006 年から WCS、2013 年、岩本年度で幹事、

2018 年、会長、２０２０年から現在まで会員組織を

担当しています。（会員増強：悪戦苦闘中？） 

RC としての先輩の姿勢に頭が下がります。 

● 本日のプログラム（鈴木委員長） 

会員卓話：提箸幹事「伊勢神宮」伊勢は今日も美しい 

スピーチの内容は、メール等で配布された資料をお

読みください。伊勢神宮は日本人の心のふるさととい

われ「お伊勢さん」「大神宮さま」とも呼ばれ、親しまれ

ています。正式名称は「神宮」といい、宇治の五十鈴

の川上にある皇大神宮（内宮）と、山田原にある豊受

大神宮（外宮）の両大神宮を中心として１４の別宮、 

４３所摂社、２４の末社、４２所の所管社があります。 

「神宮」はこれら１２５の宮社の総称であるといわれて

います。「一生に一度はお伊勢参り」といわれていま

す。２０００年の時を超えて古代のたたずまいを今日

に伝えています。是非とも参拝を！ 

◆ニコニコ BOX 

  地齋会長、提箸幹事、五十嵐、山崎、栗原、荻野、

中島、小座野、板橋、鈴木、笠原、平塚、利光、目黒 

合計 １４名、合計１４,000円 浄財に感謝！ 

 

 
会務報告の地齋会長と出席委員会の目黒会員

 
ロータリーの友１２月号より 

「ロータリーを一言で説明すると」の欄がありました。 

ロータリー通解より（元ガイ・ガンデイーカーRI 会長）の

言葉を意訳すると、「ロータリーは人を作るところです」 

ロータリーは人を作る、学校のようなところと解釈し、 

会費は授業料、だから例会（授業）には休まずに出席

せよと言っていると結んでありました。 



 

 

第２９０８回例会報告 

令和 4年１１月１５日(火) １２：３0～ニューミヤコホテル 

本日のプログラム「ロータリー財団について」 

ロータリー財団 赤坂委員長 

出席者 １７名 (出席免除会員 ３名)中 

 名 (事前メークを含む) 

総数 3４名 出席率 5４.８％ 

来訪者  米山奨学生 葉姿君さん 

   

●会務報告（地齋会長） 

 ・１１／８、皆既月食と天王星食でした。久々に夜の天空

を見て感激しました。次回は何百年後？ 

・足利東のホームページが完成、今後、活動報告等を 

掲載し、充実した広報活動に繋げたい。 

・１１／１８－１９石巻東 RC例会訪問を実施します。 

友好クラブ締結から１０年の区切りの年です。 

復興の様子を報告します。 

・２５５０地区で１１／１２－１３RYLA セミナーが開催されま

した。当クラブから会長の長男地齋達也氏が参加しました。 

●幹事報告（提箸幹事） 

➀ 「２０２２年手続き要覧について」メール配信 

② メルボルン国際大会日本人親善朝食会の案内につ

いて 

●葉姿君さんに１１月の奨学金の授与 

 コメント：１１／６の研修会で米山留学生としての自己紹

介等の報告を行いました。（米山・カウンセラー合同研修

会の席上で披露）また、ライラ等他の研修会にも積極的に

参加するようアドバイスを受けた。 

（何人かの発表がありましたが、葉さん一番よかったね！） 

● 3分間スピーチ（小座野清博会員） 

 ・12年目を迎える石巻 RC との関係について 

 2011年 3月 11日の東日本大震災から現在までの状況

等を走馬灯のように発表 

2011年 6月 18日 ４RC塩釜・石巻視察 

2011年 7月３１日 ４RC石巻視察 

2011年 8月 21日 石巻・足利少年野球 

2011年 11月 29日石巻・足利４RCゴルフ大会 

2012年 2月 18日 IMホスト石巻支援物産販売 

2012年 3月 11日 一周忌法要参列・石巻普誓寺 

2012年 6月 3日 4RC新世代、高校生石巻視察・交流 

これらに当初から現在まで常に先頭に立ち活躍された 

小座野会員に対して改めて敬意を表します。 

●本日のプログラム（鈴木委員長） 

「ロータリー財団について」ロータリー財団 赤坂委員長 

要旨 

ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育の支援を

高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平

和を達成できるようにすること 

ロータリアンとしてこの理念を共有し、財団寄付に対する

理解と協力を真摯に進める 

① 平和と紛争予防／解決 

② 疾病予防と治療 

③ 水と衛生 

④ 母子の保健 

⑤ 基礎教育と識字率向上 

⑥ 経済開発と地域開発 

〇 目標とする奉仕 

 ・持続可能性 

 ・シェアシステム 

 ・財団補助金 

これらのために、地区目標、会長方針に従い年次寄付・

ポリオ寄付、ポールハリスフェロー、MPF の積極的募集の

展開を図る。 

いずれにしても、卓話の内容は、財団の使命～ポリオ、

ポリオプラス、シェアシステム、ロータリー平和フェローに

ついて、地区補助金とグローバル補助金についての内容

でした。 

◆ニコニコ BOX 

地齋会長、提箸幹事、以下、五十嵐、山崎、赤坂、栗

原、椎名、小座野、鈴木、笠原、大塚、金子（卓）利光、

目黒、合計 1４名、合計 1４,000円 浄財に感謝！ 

１０月～１１月、米山～財団ということでお願いばかりで

恐縮ですがご理解の程お願い申し上げます。 

 



 

 

第２９０９回夜間例会報告 

令和 4年１１月 2２日 18：30～ ニューミヤコホテル 

本日のプログラム「フィリピン奉仕活動３０年を振り返って」

国際奉仕委員会員 戸塚守委員長  

出席者 1５名 (出席免除会員 ４名)中 

 名 (事前メークを含む) 

総数 3４名 出席率 ５０.０％ 

来訪者  なし。 

本日の司会者（SSA栗原委員長） 

●会務報告（地齋会長） 

 ・親睦旅行の報告 

１１／１８－１９、会長、五十嵐、荻野、鈴木、栗原、椎名、

小座野会員、総勢 7人で石巻東 RC例会への参加、東日

本大震災の復旧状況等についての親睦・視察研修旅行

に行ってきました。特に、大川小学校について多くの感動

を受けました。 

●幹事報告（提箸幹事欠席のため地齋会長報告） 

・地区大会について 

・ハイライト米山について 

●委員会報告（赤坂財団委員長） 

 年次寄付について 一人＠150 ドル＋ポリオ→180 ドル 

 １１／２７までにお願いします。 

●3分間スピーチ（椎名会員）建築設計 

 入会は、当時、地齋会長・荻野さんがいた JC を卒業し

て、43歳の時でした。 

まちづくりの時代～JC時代 

30代のバブル期には内外の設計を、30代後半になり、足

利市中心のまちづくりに従事、（NPOまちづくりセンターの

設立）都市デザインの提案を行ってきました。 

いずれにしても、建築設計デザインの仕事を通じて足利

を中心として、高崎・前橋東毛地区に展開をしています。 

今後とも、職業奉仕を通じて、まちづくり～RC では、人づ

くり、国際奉仕を続けていきたいと思っています。 

次回は、鈴木会員にお願いします。 

●本日のプログラム（鈴木委員長） 

フィリピン奉仕活動３０年を振り返って 戸塚委員長です。

映像と共に 30年を振り返ります。 

1992年～2001年の 10年間、中谷会員でスタート！ 

・無料奉仕～少年野球チームの指導・支援 

 （スポンサー：ダウンタウンマニラ RC・マニラメトロ RC） 

・２００２～２０１８（大竹、石井会員等が参加・インター・ロ

ーターの参加） （スポンサー・マニラメトロ RC・セントラル

パンパンガーRC） 

・本格的な活動 

 多いときには、２４名の参加も！無料医療奉仕活動～ 

車イス・寄生虫・マングローブ・国際交流・現地の協力

のもとに展開、ヘブン（ミシン）・図書館・未来に希望財団

の設立、様々な行動に展開・セントラルパンパンガーRC 

「小座野会員の思い出」 

インター・ローター、中島、椎名、荻野さんらの活躍！ 

未来に希望の図書館が印象に残っています。 

インター：青少年奉仕活動、国際交流を通じて人間が変

わる・大人になる！足利大学：車イスの寄贈１００台オーバ

ー（椎名先生）危機管理にも気を使いながら遂行できた。 

現地の協力もあるが、コロナが終息して今後も活動ができ

ることを望んでいます。 

「中谷先生の一言」 

寒村・離島での夢を抱いていたが、RC に入り、地区の国

際奉仕、２５５０地区からWCSへの参加の要望が始まり！ 

その後、単独で参加してきたが、足利東 RC は財団以前

から地域社会に貢献してきた。フィリピンの人にも啓発す

ることができた。 

今後どういう活動ができるか？直接彼らと協議～中長期

的に検討・協議をする必要がある。フィイピン・タイ・台湾

など、東のノウハウを通して、何ができるか、もう一度原点

に返って考えてほしい。 

最後に、グローバル補助金を使って活動を！ 

◆ニコニコ BOX 

地齋会長、以下、五十嵐、山崎、戸塚、栗原、椎名、小

座野、笠原、荻野、齋藤（敏）、望月 合計 1１名、合

計 1２,000円 浄財に感謝！（Wの荻野さん４RCでベ

スグロ優勝ですって！） 

12月、地区大会です。いよいよ寒さも厳しくなってきま

した。コロナも依然として減少していません。くれぐれも

健康に留意しながら年末をお過ごしください。 

会報担当も後期高齢者になりました。堂々とシニア（前）か

ら打つことができます！メンバーが足らないときは一言「声」

をかけてください。 

ロータリーの友１２月号より 

「この人を訪ねて」の欄を何気なく見ていたら、弟・尾崎

豊が歌う世界を胸に弁護士活動で積み重ねた反骨

と副題が書かれていました。浦和中 RC の尾崎康と

ありました。生き急ぐ弟と悩む家族修羅場くぐり弁護

士へ～「歌って」と頼まれると気軽にマイクを握るとも

書かれていました。ぜひ一読を！ 

 



 

 

 
葉さんとスピーチの後で 

 
３分間スピーチ（椎名会員） 

 
フィリピン奉仕活動３０年を振り返る 

インター・ローターの思い出を語る小座野会員 

確かにインター、国際交流で大人になってくるね。 

 

石巻東 RCの皆さんと例会場で記念写真 

 

中谷先生オンライン参加＋スピーチ 

 
フィリピン奉仕活動３０年誌より 


