RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

会長：小塚照夫

幹事：中野智之

会報委員長：佐々木隆

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）

10 月 第 3 例会
2014 年 10 月 15 日(水)

司

会

会員数 47 名

出席 33 名

坂井 俊司 S.A.A

● ロータリーソング「それでこそロータリー」

ビジター紹介

物井 栄三郎 親睦・家族委員

§第 2550 地区 第 3 グループ B ガバナー補佐 佐貫直通 様 (宇都宮陽東 RC)
§増渕貴之 様 (宇都宮陽東 RC)
§橋本正行 様 (宇都宮陽東 RC)
§竹田真臣 様 (宇都宮陽東 RC)
§鈴木修司 様 (宇都宮陽東 RC)

会長挨拶

小塚照夫 会長

皆さんこんにちは。
2 週連続の大型台風が昨夜未明にかけて首都圏を通り抜けて行きました。前回同様一日で日本
列島を縦断しました。私達の廻りでは、目に余る災害はなく胸を撫で下ろしている次第であり
ます。
先日、さつきロータリークラブ認証状伝達式に我がクラブより、11 名という多くの会員が出
席し、クラブのアピールが十分にできたと思います。皆様、本当にご苦労様でした。
本日は、第 2550 地区第 3 グループ B の佐貫直通ガバナー補佐の訪問でございます。御指導の
程、よろしくお願い致します。

幹事報告

中野智之 幹事

§本日例会終了後、クラブ協議会を開催致します。
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スマイル BOX 委員会報告

山本 啓三 委員

§小塚照夫会長 §藤井康夫副会長 §中野智之幹事 §仲田俊夫直前会長 §鈴木秀明会員
佐貫ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。
§村上芳弘直前ガバナー補佐
佐貫ガバナー補佐様、よろしくお願い致します。また、さつきロータリークラ
ブの認証状伝達式に多数の方の出席ありがとうございました。
§塩田

潔会員

佐貫ガバナー補佐、今日はよろしくお願い致します。19 日の日曜日に市内 5 ク
ラブの親睦野球試合を屋板球場で行います。是非応援に来て下さい。

§菅野孝祠会員

本日のガバナー補佐訪問、佐貫様よろしくお願い致します。村上さん先日のさ
つきロータリークラブ認証状伝達式お疲れ様でした。

§安齊誠一会員

先日は、さつきロータリークラブチャーターナイト、出席の皆様ご苦労様でし
た。

§関
§藤島

享一会員
拓会員

10 月 26 日(日)南風クラブとの合同清掃事業、ご参加よろしくお願い致します。
今週日曜日の 19 日に宇都宮市屋板運動場野球場で、市内 9 クラブの親睦野球大
会を開催致しますので、晴れる事を願ってスマイルします。皆様の応援をお待
ちしております!!

§笠原正人会員

先日 12 日 13 日には、村上さんに当社のマイクロバスをご利用いただきました。
台風が心配しましたが、無事、日光観光を楽しまれたようで、安心しました。
ありがとうございました。

§田中正夫会員

連休は丹後半島をレンタカーで回りました。台風の為、予定を切り上げて無事
戻りました。

§山本敬三会員 沢山の方々のスマイルに感謝致します。

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
スペシャルオリンピックス
亘理ロータリークラブワンコイン支援
甲子園支援金
野球部報告

藤島

今週の金額
今週の金額
今週の金額
今週の金額

14,000 円
1,200 円
412 円
1,388 円

拓 会員

10 月 19 日(日)宇都宮市屋板運動野球場に於いて、市内 5 クラブ野球大会を開催致します。
当クラブより、市内各クラブにお声掛けをして開催する事になりました。
第 1 試合 9:30 からです。皆様の応援よろしくお願い致します。
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ガバナー補佐 卓話
第 2550 地区 第 3 グループ B
ガバナー補佐

佐貫 直通

第３グループ B
宇都宮東 RC 宇都宮南 RC 宇都宮陽東 RC 宇都宮陽南 RC 宇都宮さつき RC の ガバナー補佐を 務めさせて
頂きます 。第 3G.の 各クラブに ガバナーの意思を伝達するばかりでなく クラブへの支援が出来れば
と思いますが 私は、まだ経験・知識も不足ですので経験多いロータリアン諸先輩方から、ご指導 ご助
言を 頂きながら 勉強を積み重ね 努力していきたく存じます。
補佐の役割は 担当クラブの管理運営に関し ガバナーを援助する となっており
・ガバナーの 地区目標に関し補佐する
・ガバナー公式訪問の 日程調整
・ガバナーと 地区・クラブ間との 意向・意志の伝達を図る
・ロータリー財団の プログラムや行事・募金活動への参加
・クラブの組織化や 活動などを支援する
以上の事に取り組み ガバナー補佐の 役割を果たしていきたく存じますので
ご協力のほどお願い致します
ロータリーは、各クラブが 主役で RI は、ロータリークラブの連合体です。活発なクラブが 増えれば 第
2550 地区全体に 活性が出てくるはずです 是非 ご自分のクラブが どのようになっているか ・会員数の
増減 ・成果ある 社会貢献活動が どの様に なっているのか ・RI 財団や 米山記念奨学会への支援状
況 ・リーダーを 育成しているのか など クラブの現況を再確認して頂き 出来ることから お願い致し
ます 私たちのロータリークラブです、「世の中で 良いことを する」「人のためになる ことを する」
「他人の喜びが、我が喜びとなる」 と言った ロータリーの精神が 受け つながれてきております この
精神が 変わる事の 無いよう 皆さんと力を 合わせていきましょう ゲイリー C.K.ホァン RI 会長のメ
ッセージである 「Light Up Rotary（ロータリーに輝きを）」と 長嶋一郎 第 2550 地区ガバナーのメッ
セージである 「明るく楽しいロータリーを作りましょう」 に向かって 第三グループ B の ロータリア
ンの力を 合わせて参りたいと思いますので 宜しくお願い申し上げます。
（パワーポイントにより、青少年奉仕活動・会長幹事会・さつき RC 認証状伝達式・インターアクト年次
大会・米山記念奨学会寄付による活動内容・地区親善野球大会・地区大会・広島豪雨災害義援金・今後
の地区の行事のご説明がございました。
資料全 49 頁をご覧になりたい方は事務局までお申し出下さい。
）
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出席報告
会員数
出席数
欠席数
出席率

嶋田辰雄 委員長
47 名
33 名
14 名
75.00％

次回例会

前々回 10 月 1 日
訂正率 80.95％

10 月 22 日(水) ロータリー財団 卓話
RI2550 地区
地区委員 斎藤 一郎 様

プログラム

月

日

時

間

内

容

10 月 15 日(水)

12：30～13：30

ガバナー補佐訪問
RI 第 2550 地区 第 3 グループ B
ガバナー補佐 佐貫直通 様

10 月 22 日(水)

12：30～13：30

ロータリー財団 卓話
地区委員 斎藤一郎 様

12：30～13：30

ガバナー公式訪問
RI 第 250 地区
ガバナー 長嶋一郎 様

10 月 29 日(水)

