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● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」「四つのテスト」 

 

みなさんこんにちは。 

10日の土曜日に開催された 2018-19年度 地区危機管理研修会に参加して来ました。 

講師は、(一社) RIJYEM(ライジェム) 研修部門委員 黒田勝基(くろだ かつもと)様(高浜 RC)

でした。研修の内容は、危機の種類として、リスク管理、クライシス管理とは何か。そして、そ

れぞれの危機にどう対応するか。また、ロータリーと青少年を守るためにはどうしたらいいか。

を事案を用いながらのお話しでした。 

第 2550地区には、地区危機管理員会があります。組織メンバーと任務については、配布資料 

に記載していますのでご覧ください。 

危機管理研修会に参加して、クラブにおける危機管理の重要性など、とても勉強になりました。 

当クラブも米山記念奨学生を預かっている以上、しっかりと対応しないといけないと感じまし

た。しかし、地区に危機管理委員会が組織されていても、全てのクラブで危機管理委員会が組織

されている訳ではありません。その部分では、地区と各クラブには、危機管理の認知、とらえ方

について、まだまだ温度差があるのかなと感じました。 

現在、全てのリスク、クライシス管理における決断については、「決定権者の存在」として、

地区においては、ガバナー、クラブにおいては、クラブ会長となっています。これについては、

クラブ会長一人よりは、クラブ内で、パスト会長による危機管理委員会の設立が理想かなと思い

ました。また、クラブにおける危機管理についての理解をもっと深めていかなければいけないと

思いました。そして、今後、青少年交換のインバウンド、アウトバウンド、米山記念奨学生の受

入をするクラブについては危機管理委員会の設置が義務です。となる日も来るのかなと思いまし

た。本日は、物井慶太 会員による新入会員卓話となっています。宜しくお願いいたします。 

 

 

地区危機管理委員会 

委員長   パストガバナー      森  玄房 （ 宇都宮西 ＲＣ ） 

委 員   ガバナーエレクト     川嶋 幸雄 （ 栃 木  ＲＣ ） 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

11 月 第 1 例会          

2018年 11月 13日(火)     会員数 37名 出席数 25名 
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委 員   ガバナーノミニー      

委 員   ガバナー補佐       橋本 憲一 （ 大田原  ＲＣ ） 

委 員   青少年奉仕委員長     二十二 修 （ 宇都宮北 ＲＣ ） 

委 員   青少年交換委員長     岩﨑正日登 （ 宇都宮陽北ＲＣ ） 

委 員   ＲＹＬＡ委員長      中野 智之 （ 宇都宮南 ＲＣ ） 

委 員   ローターアクト委員長   髙木 敬  （ 足利東  ＲＣ ） 

委 員   インターアクト委員長   永井 宏樹 （ 宇都宮  ＲＣ ） 

委 員   ロータリー財団委員長   森本 敬三 （ 大田原中央ＲＣ ） 

委 員   米山記念奨学会委員長   長  正英 （ 宇都宮陽北ＲＣ ） 

委 員   公共イメージ委員長    卯木 伸男 （ 宇都宮９０ＲＣ ） 

委 員   外部有識者 2名 

 

「国際ロータリー第 2550 地区 危機管理総則」からの抜粋 

第 3条 （危機管理委員会の任務） 

危機管理委員会は、前条に規定された危機について、その防止・解決のため必要な提言や適

切な指導・助言を行うと共に、第 4条の手続きによって当委員会に報告のあった危機事案が対

処事案であるかどうかを判断の上、適切な対処のための方策を講ずることを任務とする。 

 

 

 §11月のロータリーレートは 1ドル＝112円 となっております。 

§本日例会終了後 第 5回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

§今週 11月 18日は大谷清掃活動となっております。早朝からの活動となります。 

  資料館見学は非常に寒いので、防寒対策をどうぞよろしくお願い致します。 

§来週 11月 20日は休会となっております。 

   回覧 

   §世界大会（ハンブルグ）のご案内が届いております。 

§大谷清掃のタイムスケジュールです。 

お知らせ 

  §本日 11月 13日は・・・うるしの日  

     日本漆工芸協会が 1985(昭和 60)年に制定。 

平安時代のこの日に、文徳天皇の第一皇子・惟喬親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠し、その

満願の日のこの日に漆の製法を菩薩から伝授したとされる伝説から。この日は、以前から漆関

係者の祭日で、親方が職人に酒や菓子などを配り労をねぎらう日であった。 

 

 

  §チャン・ティー・テゥイト・ミンさんに奨学金の支給がございました。 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告 
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§仲田真介会長  皆さんこんにちは。本日は 7月に入会いただいた物井慶太会員の新入会員卓話

です。よろしくお願い致します。 

         7月に開催された第 6回「肉を食う会」お疲れ様でした。第 7回幹事の西山会

員に決まりました。今から楽しみです。よろしくお願い致します。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。先日は結婚記念日のお花、ありがとうございました。また、会員

増強委員会より、皆様、会員増強にご協力ください。加藤緑平会員、お元気そ

うで何よりです。 

§加藤緑平会員  先般の入院の際には大変ご心配をお掛け致し、さらに御見舞までいただき、誠

にありがとうございました。お蔭様で復帰することができました。感謝申し上

げニコニコします。 

§樋口富之会員  だんだん寒くなって来ました。皆さん風邪を引かぬよう気を付けましょう。 

§市川優子会員  11月 3日結婚記念日の祝い花をいただきました。ありがとうございます。 

§杉本 勝会員  7日の「肉を食う会」お疲れ様でした。幹事の西山会員いろいろとありがとう

ございました。 

           

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   今週の金額  19,000 円 

 

 

   §岡山中央ロータリークラブにメイクアップに行って参りました。 

    ・創立年月日/RI加盟承認： 1986年 09月 26日／1986年 10月 15日 

・スポンサークラブ： 岡山南ロータリークラブ 

・例会場： ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区駅元町 1－5 

・例会日： 毎週金曜日 12：30～13：30 

・事務局所在地 

 〒700-0821 岡山市北区中山下 1-5-27 スカイパーキング 

 TEL： 086-233-3733 FAX： 086-231-9580 

 E-mail： 3rc@po.harenet.ne.jp 

・クラブのテーマ： 進め，手を携えて 

（ロータリー精神の実践には会員の総力が必要です） 

 

 

   §ロータリーの友 11月号 ロータリー財団月間 

    ・横書き P8～13「ロータリー財団管理委員会は今」  

P18～31「ポリオ撲滅までのガイド」 ・ P32～33「よねやまだより」 

    ・縦書き P4～8「児童虐待の実情」 P19「15回の夏、富士登山そしてご来光」 

P24「ロータリーアットワーク」 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

   メイクアップ報告       熊本 泰久 幹事            

 

 

 

 

   ロータリーの友 紹介      湯浅 定 雑誌・資料委員長 
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§本人誕生 藤井モト会員・加藤緑平会員・上杉哲也会員 

§妻 誕 生 長 正英会員 

   §結婚記念 荒木貞雄会員・古矢幸伸会員・仲田真介会員 

市川優子会員・長 英明会員 

 

 

 

 

   §11月 3日(土)地区公共イメージ及び会員増強セミナープログラムが宇都宮グランドホテルに於

いて開催され、参加致しました。（参加者：仲田真介会長・熊本泰久幹事・河野慶太公共イメー

ジ委員長・古矢幸伸会員増強委員長） 

講師：D2570 鈴木秀憲第 1ゾーンロータリー公共イメージコーディネーター（吹上 RC) 

 「ロータリーの基礎と公共イメージ向上の留意点」 

    ＊第 2550地区 HP資料掲載（地区委員会） 

 

 

   

     物井 慶太 会員 

     有限会社 ル・フェステ 取締役社長 

 

 

     ＊内容は後日掲載致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 月のお祝い事        杉本 哲也 親睦・家族委員長 

 

 

 

 

   会員組織委員会報告      古矢 幸伸 委員長 

 

 

 

 

   新入会員卓話           

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   25名   前々回訂正   30名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  67.57％        81.08％ 

 

次回例会予定 

第 1098 回 11 月 18 日(日) 

移動例会 

社会奉仕、職業奉仕 

事業：大谷の清掃活動プロジェクト 
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日付 プログラム 時間 例会場 

11月 20日(火) 
振替休会（11/18 社会奉仕事業：大

谷の清掃活動プロジェクト） 
  

第 1099 回 

11月 27日(火) 

招待卓話：中村芳啓 様 

（株）TA インポート 代表取締役 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1100 回 

12 月 4 日(火) 
年次総会（次年度理事・役員選出） 12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1101 回 

12月 11日(火) 

クラブ・フォーラム 

（国際奉仕委員長） 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1102 回 

12月 18日(火) 

新入会員卓話： 関 夫美会員 

㈱日商 代表取締役社長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1103 回 

12月 25日(火) 

夜間例会 

クリスマス家族会 
18：30～ 

別途確認になり

ます。 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


