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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

   みなさん、こんにちは。 

仲田年度の昼の例会は、本日で最後となります。宜しくお願いします。 

本日、例会前に、「陽南第 2幼稚園」にて、今年度最後の社会奉仕事業「良い子に絵本の読

み聞かせ」を実施しました。参加された会員の皆さん、本当にお疲れ様でした。詳細は、社会

奉仕委員会より報告があります。 

さて、本日の会長の時間は、ポール・ハリス語録の中から「職業分類」についてのお話しで

す。 

「ロータリーはどうして、その会員を 1業種 1人に制限するのか」という質問をよく受けま

す。その理由は、私たちが実験を続けているうちに、この職業分類によるやり方が、気のあっ

た親睦を生むのに役立ち、事業や専門職務の嫉妬心を回避し、互いに助け合うことを助長し、

各自の仕事の尊厳に対するプライドを刺激するとともに、さらに他の職業の業績と問題点に関

し、理解を広げていくようになることが、分かったからなのです。と書いてあります。 

2001年の規定審議会の決定により、現在の「職業分類」は、1業種 5会員を原則としていま

す。ロータリー創立の意義である「１業種１会員制」、また、ロータリーを広めていく中で生

まれた「１業種５会員制」。時代の流れとともに、ロータリーも変化しているようです。 

しかし、ＲＩによる、１業種５会員制が会員増強のためだけの職業分類の拡大解釈だとすれ

ば、創立者のポール・ハリスが言ったロータリーの根源である「会員間の相互扶助」は、次第

に薄れて行ってしまうのではないかと思いました。 

今年度の伊東ガバナーのガバナーメッセージは、「ポールを語ろう…それは、1人のインスピ

レーションから始まった」です。そのガバナーメッセージを受け、ロータリーにまつわるお話

を一年間させて頂きました。 

長々と難しい話もあったと思いますが、お付き合い頂きまして本当にありがとうございまし

た。会長の時間を通して、「ロータリー」に触れてもらえたかなと思います。 

 

   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 

 

 

 

 

6 月 第 3 例会          

2019 年 6 月 18 日(火)     会員数 41 名 出席数 33 名 
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   § 6月 12日 第 4回会長幹事会が開催されました。 

§ 6月 13日 第 4 & 5テーブルのミィーテイングが開催されました。 

§ 本日陽南第 2幼稚園において絵本の読み聞かせ事業を行いました。当クラブより 1年交換留

学でイタリアに渡航予定の佐藤颯音君も参加致しました。 

§ 来週 25日は夜間例会の為、集合時間をお間違えのないようご注意ください。 

§ ポリオプラスへの募金は集計し仲田年度は￥115,274円寄付いたしました。 

   回覧 

   § ビバンタ鶴田より寄付金のお礼が届いております。 

§ 現況報告書記載事項への変更がある会員は、用紙に記載してください。 

お知らせ 

☆ 6月 18日の出来事・・・  

1989年、ビルマが国名を「ミャンマー」に改称しました。 

正式にはミャンマー連邦共和国。国家顧問はあの女性・・・。 

 

 

 

 

 

§ 6月 12日(水)第 4回会長幹事会に次年度幹事として参加させていただきました。各クラブよ

り次年度に行われる活動内容が発表されましたのでお知らせ致します。 

・宇都宮西 RCより、7月 20日(土)宇都宮短期大学長坂キャンパスに於いて「どこかで聴いたク

ラシック・唱歌の名曲選」ポリオ撲滅チャリティーコンサートが開催されます。（レターボッ

クス配布） 

・宇都宮南 RCより、 

7月 6日(土)宇都宮共和大学宇都宮シティーキャンパスに於いて、「スペシャルオリンピック

ス日本・栃木 15周年記念式典・懇親会」が開催されます。講演 有森裕子理事長「障がい者と

共に生きる社会」（回覧） 

  §1年交換留学生募集のご案内が届いております。募集締め切り 7月 26日（回覧） 

  §次年度活動計画のお願いを各委員長にメール致しました。提出期限 6月 27日となっておりま

すので、よろしくお願い致します。 

 

 

§  本日の午前中に、当クラブの社会奉仕事業「良い子に絵本の読み聞かせ事業」が陽南第二

幼稚園にて開催されました。この事業には、クラブから 12名が参加し、8月より当クラブが

ホストとして派遣する 1年交換派遣学生の佐藤颯音君にも参加してもらいました。佐藤君に

は、実際にロータリークラブの奉仕活動に参加してもらい実体験の感想など発表をいただき

ました。 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

 次年度幹事報告          薄久保 大輔 次年度幹事 

 

 

 

 

社会奉仕活動報告       加藤 紀夫 委員長 
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当クラブ会員には、女性会員が 6名在籍しております。女性会員という観点を活かし、クラ

ブ創設より 15年以上にわたり幼稚園、保育園等を年 1回周り、絵本数冊を持ち込み、園児達

を前に読み聞かせを継続事業として実施しております。幼少期の子供たちに少しでも想像力

や、自由な発想力を膨らますことのできる一助になればと心がけ行っています。読み聞かせ終

了後には、持ち込んだ絵本を寄贈し実施先にて利用していただきます。 

今回は、当クラブ新入会の関会員、荻原会員そして熊本幹事の 3人に読んでいただきまし

た。3人ともに、とても上手な読み聞かせで、驚きました。聞いてくれた園児の子供たちも物

語にそれぞれの学年がのめり込み夢中で話を聞く姿はとても微笑ましく、子供たちの真剣さに

圧倒されるばかりでした。参加された会員の皆様大変にご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。先週の水曜日、第 4回会長・幹事会に参加してきまし

た。今回は、次年度のガバナー補佐、会長、幹事も同席で顔合わせがありま

した。懇親会も、なぜか今まで以上に余裕があり、いよいよ私の年度も終わ

りなんだなと実感がわいてきました。少し油断してしまったのでニコニコし

ます。 

§熊本泰久幹事  皆さんこんにちは。皆さんのお家には階段はありますか？先日、子供を抱っ

こしていながら、踏み外しました。階段に物を置かないよう気を付けてくだ

さい。 

§加藤紀夫会員  本日、「良い子に絵本の読み聞かせ事業」を陽南第 2幼稚園で実施しました。

ご協力いただきました会員の皆さん、そして、1年交換留学生の佐藤君ありが

とうございました。 

§古矢幸伸会員  皆さんこんにちは。今年度最後の奉仕事業「絵本の読み聞かせ」ご苦労様で

した。関会員、熊本幹事、荻原会員とても上手でした。大変ご苦労様でし

た。 

§田中豊治会員  仲田会長、熊本幹事 1年間、ご苦労様でした。今日、最終卓話を担当するこ

とになり緊張しています。よろしく･･･。 

§橋本 泉会員  仲田会長、熊本幹事 1年間ご苦労様でした。 

§岩﨑正日登会員 何かとお世話になりました。ニコニコします。 

§高橋和夫会員  先日 6月 12日全国環境月間に伴い、地域環境保全に貢献したことで 3回目の

環境大臣表彰を受賞できたことにニコニコ致します。 

§三井良春会員  妻の誕生日のお祝い、ありがとうございました。 

§山口友邦会員  妻の誕生祝、ありがとうございました。 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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§金 克基会員  結婚祝いありがとうございました。過ちは繰り返さないように最後の結婚に

したいと思います。 

§荻原美岐会員  お誕生日のワインをいただき、ありがとうございました。おいしくいただき

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 32,000 円 

 

 

 

 田中 豊治 会員  田中医院 院長 

 

 

1. 障害を持った人たちの支援を始めたきっかけ 

2. 障害を持つ人たちが置かれた、過酷な状況･･･ 

三重苦～四重苦～五重苦、加えて社会の偏見 

3. 「障害者の支援」てどんな事をするの？ 

4. 古来より、世の中に常に存在する「優生思想」優生思想を持つ者は、世の中に数えきれな

いほど存在する。2016年 7月相模原市「やまゆり園」での事件・アドルフ・ヒトラーによ

るホロコースト、ついに最近まで存在していた「優生保護法」 

5. 限りある社会保障費の資源配分という難題は、無論無視できません。 

6. 社会的に弱い立場に置かれた人たちの「極めて危うい、脆い立場」過去に多くの歴史的事

実あり。 

7. 私の生涯のテーマ「生きがい」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員卓話  

 

 

 

 

出席報告    杉本 勝 委員 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   2名 

出席数   33名   前々回訂正   34名 

欠席数     8名   前々回訂正率  

出席率  80.49％        82.93％ 

 

次回例会予定 

 

第 1127 回  6 月 25 日(火) 

夜間例会 

最終例会 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1128 回 

7 月 2 日(火) 

クラブ協議会 

会長・幹事 所信表明 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1129 回 

7 月 9 日(火) 

各委員会 委員長方針 

友愛・情報・会員組織 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1130 回 

7 月 16 日(火) 

各委員会 委員長方針 

奉仕・財団・米山・S.A.A 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1131 回 

7 月 23 日(火) 

招待卓話 

第 3 グループ A 

ガバナー補佐 熊倉 学 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

7 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          加藤 紀夫 次年度委員長 

 

 

 

 


