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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

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） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      嶋田 辰雄 S.A.A 

    

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ カオ・ホワイ・ヴ 君（米山奨学生） 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 今年 1年間、会長を務めて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 本日、第 1 例会より臨時総会となっており、議題としてインターアクトクラブの小委員会から

委員会としての昇格の件です。ご討議の程、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

この度、幹事を仰せつかりました。藤井会長を盛り立てながら 1 年間、会の運営に尽くして行

きたいと思います。皆様、よろしくお願い致します。 

§7月のロータリーレート 1ドル＝124円 

§第 13回日韓親善会議開催のご案内が届いております。(回覧) 

§全国ロータリーポリオプラス研修セミナーのご案内が届いております。(回覧) 

§第 21回地区親善野球大会開催のお知らせ 

日時：10月 25日(日)  場所：足利市総合運動野球場 

 

    米山奨学生 奨学金支給 

    

カオ・ホワイ・ヴ 君に奨学金が支給されました。 

 

7 月 第 1 例会        

2015 年 7 月 1 日(水)    会員数 46 名 出席 34 名 

TEL:028-635-5511
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    7 月のお祝い事   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§入会記念 喜内敏夫会員・小塚照夫会員・荻原英美会員・鈴木秀明会員・関 享一会員 

坂本昭一会員・菅野孝祠会員・田島久夫会員・若林博純会員・佐々木隆会員 

坂井俊司会員・物井栄三郎会員 

   §会員誕生 小保方信聴会員・高久和男会員・佐々木隆会員 

   §夫人誕生 荻原英美会員・高久和男会員・田村一夫会員  

   §創立記念 田村一夫会員 (有)タムラ商会   

佐々木隆会員 佐々木隆税理士事務所 

   §結婚記念 佐々木隆会員 

 

    記念品贈呈 

    

小塚照夫直前会長と中野智之直前幹事に 

記念品の贈呈がございました。 

 

 

 

 

 

    皆出席表彰         

    

笠原 正人 会員 

2010 年 6 月より満 5 ヵ年 

 

嶋田 辰雄 会員 

2012 年 6 月より満 3 ヵ年 

 

 

    臨時総会 

    

議題：インターアクト小委員会を委員会格上の件＝可決を以って承認 

 

    スマイル BOX 委員会報告   菅野 孝祠 委員長 

    

   §藤井康夫会長 いよいよ 7月 1日を迎えました。1年間皆様、ご協力の程、よろしくお願い致し

ます。 

   §安齊誠一副会長 今日から藤井年度となりました。新会長 幹事と協力し合ってやって行きます。

よろしくお願い致します。 

   §坂井俊司幹事 本年度、幹事を仰せつかりました。何かと行き届かないところもあるかと思い

ますが、1年間よろしくお願い致します。 



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

   §村上芳弘会員 新しい爽やかな藤井年度がスタートしました。お祝い申し上げます。大いに期

待しています。 

   §菊池 功会員 新しい年度にスマイルします。 

   §鈴木秀明会員 新年度が始まりました。藤井会長坂井幹事よろしくお願い致します。 

   §若月章男会員 藤井年度のスタートです。1年間よろしくお願い致します。 

   §村田宏明会員・荒井健次会員・仲田俊夫会員・田島久夫会員・平澤照隆会員・田中正夫会員 

坂本昭一会員・田口久雄会員・中野智之会員・岩本一男会員・若林博純会員 

藤井会長 坂井幹事新年度スタートにあたり頑張って下さい。1 年間よろしくお

願い致します。 

   §笠原正人会員 藤井年度のスタートです。藤井会長は身の引き締まる思いでしょう。藤井会長

は身が縮む思いでしょう。お互い頑張りましょう。 

   §塩田 潔会員 いよいよ新年度ですね。藤井新会長 坂井新幹事 1年間頑張って下さい。野球部

に特別のご配慮をよろしくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 藤井会長 坂井幹事 1 年間よろしくお願い致します。青少年奉仕委員会の皆様、

よろしくお願い致します。 

   §嶋田辰雄会員 SAA1年間頑張ります。よろしくお願い致します。 

   §山本敬三会員 インターアクト委員会をどうぞよろしくお願い致します。 

   §磯貝 太会員 親睦委員長として 1年間よろしくお願い致します。記憶に残る いや！！歴史に

残る楽しい納涼会 クリスマス会 その他頑張ります。 

   §菅野孝祠会員 スマイル委員長として 1年間頑張ります。ご協力よろしくお願い致します。 

 

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   今週の金額  29,000 円 

   

    会長所信表明    藤井 康夫 会長 

    

RI会長からのメッセージ紹介 

2015-16 RI President K.R. "Ravi" Ravindran  K.R. ラビンドラン 2015-16年度会長 

2015年月 7 

私たちはロータリーで、善き行いを目指しています。人類に大きなプレゼントを残した人びとを

尊敬しています。大勢の人に人間の尊厳を与えたアブラハム・リンカーン。疎外された人たちに慈

悲の心を捧げたマザー・テレサ。虐げられた人たちに平和的な変化をもたらしたマハトマ・ガンジ

ー。彼らは皆、自らが世界へのプレゼントとなって、自分自身を捧げました。 

私たちはこれら歴史上の人物から刺激を受け、模範とすることができます。この人生において、

自分が大切にする責任をおろそかにせずに、どうしたら自らを世界に捧げられるだろうか、と。今

年度のテーマを考えているとき、ヒンドゥー教を通じて私が学んだある教訓を思い出しました。そ

れは、スダマの物語です。 

貧しい少年スダマは、神の化身として王家の一族に生まれたクリシュナの親友でした。2人の少年

は、成長するにつれて少しずつ疎遠になり、クリシュナが軍を率いる名高き王となった一方で、村

人スダマはつつましい暮らしをしていました。 

何年も経った頃、スダマは生活に困り、子どもに食事を与える十分なお金さえなくなってしまい

ました。妻は、幼い頃に親しくしていたクリシュナに助けを求めるよう提案しました。最初は躊躇
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していたスダマも結局同意し、手ぶらでは申し訳ないと、家族の残りわずかな食糧のお米を布に包

んで持っていきました。 

スダマを見たクリシュナは大喜びし、親切に愛情をもって迎えました。その高貴な生活ぶりに圧

倒されたスダマは、丁寧に包んできたお米さえ粗末に思えて差し出すことができません。クリシュ

ナは「何を隠しているのか」と尋ねました。 

布を開いて中の米を見ると、クリシュナは喜んでこれを食べ、思い出話に花を咲かせました。数

時間後、変わらぬ友情に感激したスダマは、助けをお願いすることをすっかり忘れてクリシュナの

元を去りました。帰り道、スダマは、当初の目的を忘れていたことに気づき、最後の食糧であった

お米もクリシュナと一緒に食べ尽くしてなくなっていました。 

お腹を空かせた子どもたちが待つ家に帰るのは至極苦痛でした。しかし、自宅に着くと、そこに

あったのは、彼が出たときと同じ小屋ではなく、美しい家でした。家の前にはきれいな服を着た家

族が立っています。十分な食事を済ませた家族は、スダマを出迎えようと待っていました。 

クリシュナには、スダマがありったけの米をプレゼントしてくれたことが分かっていたのです。

そのお返しに、クリシュナは、スダマが必要とするすべてを与えました。この逸話の教訓は、受け

手にとって大切なのは、その物質的な価値ではなく、贈り主の心がどれだけ込められているか、と

いうことです。スダマの物語のように、私たちがロータリーを通じて捧げることは、いずれは自身

のためにもなるのです。私たちには選択肢があります。授けられたものを自分の元だけにとどめる

か、またはそれを生かして自らが「世界へのプレゼント」となるか、です。 

この機会は二度と訪れません。本ロータリー年度も一度きりです。今を逃さずに生かし、「世界へ

のプレゼントになろう」をテーマに活動してまいりましょう。 

 

  第 2550地区中谷研一ガバナーメッセージ 

   慈愛の花で地域を満たしましょう”  

 「私たちは生を受け生まれて来てから現在まで多くの愛情に育まれながら成長してきました。そ

して今、私たちに最高のプレゼントが与えられようとしています。それは才能と力の限りを尽くし

て“世界のプレゼントとなる事の出来る１年です。私たちに与えられた時間は１年です。 次年度、

信念・情熱・才能を捧げるだけでなく、今まで受けてきた多くの愛情を世界中の恵まれない人々に

対して、私たちがプレゼンターとなって 1年間活動していきましょう」、と高らかにテーマが告げら

れました。 確かに多くの人々はこの世に生を受けて以来、多くの愛情に包まれ更に健康にも恵ま

れ大過なく各々の人生を歩むことが出来たことと思います。 特に私どもは日本という素晴らしい国

に生まれ育ち、ある意味で他国と比較して、経済・社会・生活等どれをとっても非常の多くの点で

恵まれた環境の中で生きてこられました。 

しかし、世界中に目を向けてみますと、幼い子供たちに対する虐待、暴行、貧困、飢餓、人身売買

そして戦争等子供たちを巻き込む実に多くの悲惨な出来事があたかも日常茶飯事のように毎日繰り

返されています。 私も 23 年に及ぶフィリピンにおける奉仕活動を通じて、親に見放され路上生活

を続ける子供たち、栄養失調でお腹を大きく膨らませる子供たち、貧困のため学校へ行けずゴミの

山の中からくず鉄やプラスチック等再生できるゴミを拾いそれを売って生活の糧にしている子供た

ち、 マフィアの手先となり薬物を売買しているうちに薬物汚染の世界に落ちていく子供たち。そん

な多くの子供たちを見るたびに、心の痛みを感じ続けてきました。 

国際ロータリーでは子供たちの将来に大きな障害を残すポリオの撲滅に継続的なプロジェクトを展

開し、青少年に対してインターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換、財団奨学生等に
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将来のリーダーを育成する為多くのプロジェクトを推進してきました。 更に、ロータリー財団では

地区補助金やグローバル補助金をより有効に利用し人道的プロジェクトを推進する事で世界平和に

貢献しています。  

 2015-16 年度では、1 年という非常に短い時間でなすべき事はあまりに多く存在しています。 次

年度は、地区内 51クラブ 1,700名の会員の皆さんと共に汗して、人道的プロジェクトを推進します。 

又各クラブを支援すると共に、将来のリーダーを育成する為青少年奉仕及び財団奨学生の支援強化

を行います。 またロータリーのブランド意識の向上を図り、地区内及び全世界に対して真のロータ

リーの心を確立させ、クラブ拡大及び職業分類を再検討し充実させる事で会員増強を推進してまい

ります。 

 

   藤井会長方針の概略を発表されました。正式な文書は後日掲載致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

    

 

月  日 時  間 内  容 

7 月 8 日(水) 12：30～13：30 
会員卓話：「1 年を振り返って」 

小塚照夫 前会長・中野智之 前幹事  

7 月 15 日(水) 18：30～20：30 本年度委員会事業計画発表 

7 月 22 日(水) 12：30～13：30 本年度委員会事業計画発表 

7 月 29 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：藤井年度スタートにあたって 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  46 名  前々回 6 月 17 日 

出席数  34 名  訂正率 87.80％ 

欠席数  13 名     

出席率   87.18％  

次回例会 

 2015 年 

 7 月 8 日(水) 「1 年を振り返って」 

        小塚照夫 直前会長 

        中野智之 直前幹事 


