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会長：小塚照夫

幹事：中野智之

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ

会報委員長：佐々木隆
≪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）

5 月 第 3 例会
2015 年 5 月 27 日(水)

司

会

会員数 47 名

出席 30 名

黒崎 丈博 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
● 礒

山本 幹夫 親睦家族委員長

賢次 様(第 2550 地区社会奉仕委員会・宇都宮北 RC・卓話者)

● 木内 裕佑 様(第 2550 地区社会奉仕委員会・宇都宮西 RC)

会長挨拶

小塚 照夫 会長

皆様こんにちは。
庭の木陰から、カッコウの「夏は来ぬ」と鳴く声が聞こえる季節がやって来ました。ひばり、
うぐいす、つばめとカッコウ同様に季節の到来を告げる野鳥の声は人の心を和ませてくれます。
それと同時に、この移りゆく日本の四季の時を告げる重要な役割をも受け持たされています。
第 4 回第 2550 地区第 3 分区会長幹事会が 5 月 29 日(金)に開催されます。今回は新年度への
引き継ぎもあるので、新年度会長幹事共々出席して参ります。
本日の卓話は、地区社会奉仕委員会 宇都宮北ロータリークラブの礒賢次様お願いしておりま
す。礒賢次様、よろしくお願い致します。

ロータリー財団 表彰
菅野 孝祠 会員
ポールハリスフェロー1 回目
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幹事報告

中野 智之 幹事

§6 月のロータリーレート

1 ドル＝118 円

§本日 6：30 より新旧委員長会議を開催致します。
§次回、6 月 3 日(水)の理事会は予定を変更し、開催日は後日お知らせ致します。

スマイル BOX 委員会報告

青木克浩 委員長

§第 2550 地区社会奉仕委員会 木内 裕祐 様(宇都宮西 RC)
地区地域社会奉仕委員長の指示により、51 クラブ押しかけ卓話をしています。
第 3 グループは礒会員と私の担当で、本日ようやく最後のクラブ訪問となりま
した。どうぞよろしくお願い致します。
§藤井康夫副会長

先週は欠席して申し訳ありません。暑い日が続きますが、皆様お体には気を

付けて下さい。宇都宮北ロータリークラブの礒様、卓話をよろしくお願い致し
ます。
§中野智之幹事

今日も元気にスマイルします。

§田中正夫会員

3 月決算法人の申告期限が迫って忙しいです。それでも例会には出席します。

§藤島

今週の土曜 30 日の野球の練習、熱いと思いますが、頑張って下さい！！残念で

拓会員

すが小学校の運動会で参加できません。(追伸)甲子園大会にぶっつけ本番で参
加予定の磯貝君へ、甲子園でのホームラン、期待しています！！
§黒崎丈博会員

先月、妻の誕生日にお花を届けて戴き、ありがとうございました。菅野さんあ
りがとうございます。

§仲田俊夫会員

陽北 RC に皆様、ようこそおいで下さいました。ゆっくりとご歓談下さい。

§青木克浩委員長

暑い日が続きますが、昨日、日光中禅寺湖へ上がって来ましたが、涼しい所

ですね。下界に降りて来るのが嫌になりました。

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

7,000 円
167 円

甲子園募金

今週の金額

4,632 円

インターアクト委員会報告

磯貝 太 副委員長

§4 月 25 日足尾植樹奉仕活動が開催されました。
§ネパール地震災害支援として衣類を送る事となりました。宇都宮ロータリークラブ文星芸大付
属インターアクトクラブ・宇都宮女子高等学校白百合インターアクトクラブとの合同で段ボー
ル 12 箱分をネパールに支援致しました。
§5 月に予定しておりました、総合運動公園清掃活動は予定を変更し、日程が決まり次第皆様にお
知らせ致します。ご協力をお願い致します。
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地区委員会卓話
第 2550 地区 社会奉仕委員会
礒 賢次 委員

「地区社会奉仕(国際奉仕)について」
１．ロータリークラブの現在と未来
・広告媒体を活用し、優秀な人材の確保、会員の増強。
・各単会クラブと地区および他クラブとの交流・情報交換が不足していた。
・人道的奉仕の重点化
２．第 2550 地区国際奉仕の活動実施例
・宇都宮 90 ロータリークラブはフィリピンに於いて「羊プロジェクト」を行っている。
（7 家族の農家に雄羊 3 頭提供し、2 年の間に繁殖、育成し引き取る。また、他の家族に貸し与
える。これを繰り返す。
）ただ物を与えるだけではなく、営利、自助努力での繁栄、将来の発
展が見える。このような趣旨を未来の夢計画も求めている。
・足尾東ロータリークラブはフィリピン長年医療奉仕活動、ＨＩＶＮ(女性虐待の施設)訪問後流、
マングローブの植樹、車いす寄贈、希望図書館、災害時義捐金多岐にわたり長年国際奉仕活動
をしている。また、次年度「人道的奉仕プロジェクト」は地域を通し次期企画。積極的な皆様
の参加をお待ちしています。
・宇都宮 90 ロータリークラブ タイランド・トラン市トランロータリークラブの「水と衛生設備
プロジェクト」参加。
３．未来の夢計画
・財団の簡素化・緊密化
・グローバルに向け簡素化を図る目的
Ａ．基本的教育と識字率

Ｂ，経済と地域社会の発展

Ｄ，平和と紛争予防・紛争解決

Ｅ，水と衛生設備

Ｃ，疾病予防と治療
Ｆ，母子の健康

・ロータリークラブの公共イメージアップを図る
・継続的で大規模なプロジェクトの実施
４．グローバル補助金
・高額な補助金 3 万ドル
・海外相手ロータリークラブとの大きなプロジェクト経験がない
・言葉の壁がある
・相手国リサーチ・立案から実行・報告
５．その他
・国際奉仕は他国ロータリークラブとの共同作業、信頼の構築、プロジェクトの見極め
・未来の夢・グローバル補助金の対象の検討
・地区社会奉仕、地区財団との連携
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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

47 名
30 名
17 名
76.92％

前々回 5 月 13 日
訂正率 82.93％

次回例会
2015 年
6 月 3 日(水)

外部卓話
(株)山水閣 代表取締役 片岡孝夫 様
「これからの那須」

プログラム

月

日

時

間

内

容

6 月 3 日(水)

12：30～13：30

外部卓話：(株)山水閣
代表取締役 片岡 孝夫 様
「これからの那須」

6 月 10 日(水)

12：30～13：30

本年度委員会事業実績報告

6 月 17 日(水)

12：30～13：30

本年度委員会事業実績報告

6 月 24 日(水)

18：30～20：30

最終例会：夜間例会

