RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2013-2014 年度 第 1559 回例会
宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報
会長：仲田俊夫

幹事：田口久雄

会報委員長：藤島 拓

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ

≪水曜 12：30≫

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

12 月 第 1 例会
2013 年 12 月 4 日(水)

司

会

● 国歌斉唱「君が代」

会長挨拶

会員数 45 名

出席 32 名

田島久夫 S.A.A
● ロータリーソング「奉仕の理想」

仲田俊夫 会長

皆さんこんにちは。
最近、行きたいと思う所がいくつかあります。先ず、今通っている歯科医で、最近インター
ンの若い先生が治療してくれています。マスクにメガネの先生の素顔を是非見てみたいと思っ
ています。次にインターパークの中のマッサージで気分爽快になる事。そして月 2 回、水曜日
に床屋さんに行きます。顔を剃ってもらいスッキリして例会に参ります。スッキリと気分良く
例会に参加できるようなクラブにしたいと常々思っておりますので、皆様方のご協力をお願い
致します。
昨日、第 2550 地区会長幹事会がございました。会員増強が沢山出来ているクラブもあります
が、当クラブも会員拡大ができています。皆様方にご協力願い、後 2 名の拡大をよろしくお願
い致します。

幹事報告

田口久雄 幹事

§第 4 回日台ロータリー親善会議のご案内が届いております。(回覧)
§ガバナー月信 12 月号が届いております。(レターボックス配布)
§本日、例会終了後理事役員会を開催致します。

ロータリー財団・米山記念奨学会
ロータリー財団 寄付

合計 2,000 円

特別寄付
米山記念奨学会 寄付

本日を持ちまして、締切と致します。ご協力ありがとうございました。

合計 1,000 円
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12 月のお祝い事

中野智之 親睦・家族委員長

§会員誕生

喜内敏夫会員・小塚照夫会員・鈴木秀明会員・関口隆会員・中野智之会員

§入会記念

平澤照隆会員・笠原正人会員・米光啓彌会員

§婦人誕生

金田秀壽会員・坂本昭一会員・物井栄三郎会員

§結婚記念

喜内敏夫会員

§創立記念

村上芳弘会員 日東石油(株) ・ 笠原正人会員 アサヒタクシー(株)

スマイル BOX 委員会

若林博純 委員長

§村上芳弘会員

関実行委員長、インターアクトクラブよろしくお願い致します。

§笠原正人会員

河内地区公共交通(デマンドタクシー)を落札し、本日契約に臨みます。特に高
齢者の足として、地域内交通タクシー運行をすることになりました。河内地区
内の皆さんよろしくお願いします。

§小保方信聴会員

日一日と寒くなって参りました。皆様お元気ですか。もう師走・・・時の移

ろいはまるで駆け足です。皆様の健康を祈ってスマイルします。
§菊池

功会員

寒くなり皆様、体に気を付けて。

§鈴木秀明会員

次年度、次々年度、会長さん幹事さんよろしくお願いします。

§田中正夫会員

今日は一日、日光で仕事です。例会後、また日光に戻ります。

§小林

宇都宮市地域貢献企業 CRS の認証を受けました。若月さん、山本(幹)さん指導

裕会員

して下さい。
§中野智之会員

今日も元気にスマイルします。

§藤島

先週、妻の誕生日にお花を戴き、ありがとうございました。妻の「キゲン」が

拓会員

良く子供達も大喜びでした。
§若林博純委員長

妻の誕生日に高いお花を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。
亘理ロータリークラブワンコイン支援

今週の金額
今週の金額

11,000 円
1,460 円

年次総会
議題：次年度理事役員選出

クラブフォーラム
議題：インターアクト設立総会打合せ

関享一 実行委員長

本日は、クラブ年次総会開催後の貴重な時間帯に、インターアクト設立実行委員会のフォーラム・
タイムの時間をいただき、皆様方に感謝申し上げます。
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皆様もご存じの事と思いますが、速いもので、先人の皆様方々が築き上げた、この歴史あるクラ
ブも３２年の歳月が経ちました。
その３２年間、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕の、５大

奉仕活動を

対外的に、何かアピールが出来ないかと考える事で３２年の歳月が経ってしまいました。
ほんの気掛けから、何か後世に残る奉仕活動と思い、会員の皆様方の「誠意ある熱い心」と「強
い力とその奮い立つ気力」を持ち、
「全員参加で率先して」達成できる目標とも言うべき、インター
アクト設立実行委員会が立ち上がりました。
皆様方もすでにご存じと申し上げますが、我がクラブは、その中でも創立以来の念願でもありま
した「新世代プロジェクト」を模索して参りましたが、この度、地域性を鑑み宇都宮南高等学校を
パートナーに迎え、当クラブが提唱クラブとして、国際ロータリー第２５５０地区１５番目となる
インターアクト・クラブ設立に向け準備を進めて参りましたが、今般、国際ロータリーより加盟認
証状が受理されました。
この間、地区インターアクト委員会の方々のご指導と、我がクラブ、仲田会長、村上ガバナー補
佐、昨年度の新世代委員長

喜内さん方々

諸先輩の、心温まるお力をいただき厚く感謝申し上げ

ます。
また、インターアクト設立実行委員会の「若い誠意あるメンバー」方々の、率先しての委員会運
営を行いました事は大変、こころ強い力と成りました。
この間、設立実行委員会の会議を、設立準備会から現在の実行委員会を、７～８回程の会議を開催
し運営を行って参りました。
この間、企業人としての日々、特に日中の忙しい中、ロータリーアンとしての誇りを持ち、パー
トナーである宇都宮南高等学校の学校長、インターアクト顧問教諭、インターアクターとの打合わ
せ会合を行う事は、互いの「大きな夢の実現」に向けての、目的が有ったからこそ、出来と事と思
います。本当に有難うございました。
すでに皆様は、
「インターアクト・クラブ」については、ご存知と思いますが、この半年間の設立
実行委員会で学んで理解した、私なりのインターアクト・クラブとは、
１）

インターアクトは、１２歳から１８歳までの青少年の為の国際ロータリーの奉仕クラブです。イ
ンターアクトは、支援や指導を与えるロータリークラブが提唱して結成されますが運営面でも経
済面でも自立しています。

２）

クラブの構成は様々で、男子のみ、女子のみ、南風倶楽部の様な男女混合からなるクラブもあり、
その規模は大小さまざまです。会員の基盤は１つの学校の生徒から集められる場合と、同じ地域
の２つ以上の学校から成る場合もあります。 国際ロータリークラブでは加盟認証時は１５名以
上が好ましいと言っています。

３）

毎年、インターアクト・クラブは少なくとも２つの社会奉仕プロジェクトを行い、そのうつ１つ
は、国際理解と親善を推進するものとされています。プロジェクトを通じて、インターアクター
は地元社会や海外のクラブとの友情のネットワークを築きます。つまり奉仕活動は、インターア
クターの活動の真髄とも言えます。奉仕活動を行う事でインターアクターたちは、次のような大
切さを学びとります。
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１）

指導力と人間との高潔さ

２）

他者を助け、他者を尊重すること。

３）

個人の責任と懸命に努力することの価値

４）

国際理解と親善を推進する

概ね１２０国で１１、０００以上のクラブで、現在２５０，０００人、近くの若者がインターアク
ターとして、社会奉仕に携わっております。
皆様は、ご存知と思いますが、
インターアクト・設立については、設立運営資金が掛かります。その資金の捻出方法（個人からの
設立準備金の調達）を色々と検討いたしましたが、我が３２年の歴史あるクラブの先人達が築いて
頂いた、クラブ特別会計の多目的資金からの捻出を理事会で決定致しましたことは、皆さまも、ク
ラブのネットの「理事会だより」
（第４回理事会・議事録）に記載されておられていますので、ご存
知の通りと思います。
多目的資金より、￥１，５００，０００－の資金計上をいただきました。無駄な経費をかけず実
行委員会一丸と知恵を絞り汗をかき、頑張って参りました。
次に、１２月１４日の「認証状伝達式・祝賀会」の役割分担表は、すでに、１１月２１日に事務
局より会員各位様に配布がされ思います。ここで、各セクションの責任者より「主たる役割内容等」
説明が有りますのでよろしくお願いたします。
また、宇都宮南高等学校「南風インターアクト・クラブ」の取得後の、当クラブの指導等については、
１）

インターアクト・クラブの「プロジェクト」への協賛及び

援助が有ります。

２）

今後の我がクラブの中に恒久的な組織（委員会の設立〉有ります。

３）

其れに伴う恒久的な事業年度に適切な予算化を創って頂きたい。

４）

インターアクターの「国際理解と親善」の為に資金援助

５）

インターアクト・クラブの理事会・総会等の参加の義務が有ります。

最後に成りますが１２月１４日は、クラブの皆様が全員参加で率先してロータリーを実践すべき責
任あるイベントと思いますので、お互いに良い汗をかき、心温まるお力をお貸し下さい。

出席報告
会員数
出席数
欠席数
出席率

嶋田辰雄 委員
45 名
32 名
13 名
80.00％

前々回 11 月 20 日
訂正率 80.00％

次回例会
12 月 11 日(水)

振替休会
インターアクト設立総会

12 月 14 日(土)

県立宇都宮南高等学校
インターアクト設立総会
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プログラム

月
12 月

日
4 日(水)

12 月 11 日(水)

時

間

12：30～13：30
振替休会

内
クラブ年次総会

容
インターアクト・クラブ
ホストについて

12 月 14 日(土)
インターアクト・クラブ創立総会の為

栃木県立宇都宮南高等学校

12 月 14 日(土)

インターアクト・クラブ設立総会
AM10:00 集合

12 月 18 日(水)

例会日変更

12 月 21 日(土)クリスマス家族会

12 月 21 日(土)

18：30～20：30

クリスマス家族会

12 月 25 日(水)

18：30～20：30

クラブフォーラム

忘年会

