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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 

    

§ 第 2550ガバナー中谷 研一 様(足利東 RC) 

§ 第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐 内山 浩志 様(宇都宮陽南 RC) 

§ ガバナー公式訪問随行者 戸塚 守 様・荻野 光一 様(足利東 RC) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんばんは。 

 中谷ガバナーようこそお越しくださいました。 

内山ガバナー補佐には、2週に渡りお世話になります。 

足利東ロータリークラブの戸塚様、荻野様よろしくお願い 

致します。 

 会長を就任し、いよいよガバナー公式訪問となりました。 

先程、ガバナーよりご指導戴き、大変勉強になりました。 

 本日は蛭田様の入会式がございます。皆様よろしくお願 

い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§中谷ガバナーより、茨城・栃木災害義援金のご協力のお願いがございました。義援金 BOX を各

テーブルに回しますので、ご協力お願い致します。 

§11月 14日(土)15日(日)第 2550地区 地区大会が開催されます。詳細は後日お知らせ致します。 

 

 

9 月 第 4 例会        

2015 年 9 月 30 日(水)    会員数 48 名 出席 36 名 

TEL:028-635-5511
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    新入会員入会式 

    

    蛭田 和明 会員 

   藤井建設(株)代表取締役 

   紹介者：藤井康夫 

 

   大島 スミ子 会員 

   東亜警備保障(株)取締役 

   紹介者：仲田俊夫 

 

    スマイル BOX 委員会報告   田口 久雄 委員 

    

§第 2550地区 中谷研一 ガバナーより、寸志としていただきました。 

§第 2550地区 第 3グループＢ 内山浩志ガバナー補佐 

        藤井会長はじめ、南 RCの皆様、本日は中谷研一ガバナー公式訪問です。よろし

くお願い致します。 

§ガバナー公式訪問随行者 戸塚 守 様・荻野 光一 様(足利東 RC) 

§藤井康夫会長 中谷ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

   §安齊誠一副会長・笠原正人会員・塩田 潔会員・仲田俊夫会員・若月章男会員・坂本昭一会員 

    岩本一男会員・黒崎丈博会員・中野智之会員・若林博純会員 (同内容) 

           中谷ガバナー、内山ガバナー補佐。ようこそいらっしゃいました。ご指導の程、

よろしくお願い致します。 

   §関 亨一会員 ガバナー公式訪問ありがとうございます。しばらくぶりです。約 6 か月間欠席

していた例会に出席ができた事に対しまして、大変感謝しています。私は、本

年 3月末のインターアクトの海外遠征から帰還後、脳こうそくで倒れましたが、

順調に回復をしています。公式訪問などで大変お忙しいと存じますが、お身体

に充分注意してこれからもおおいにご活躍くださいますようお願い申し上げま

す。 

   §小保方信聴会員 本日は、親しき会員の関会員が病気を克服されて、出席してくれました。い

ち会員としてこれ以上の嬉しい事はありません。益々のご健康を祈ります。 

   §山本敬三会員 インターアクト事業 11月 1日(日)栃木県総合運動公園清掃奉仕に参加しましょ

う！ 

   §藤島 拓会員 中谷ガバナー本日はよろしくお願い致します。10月 25 日(日)の足利で行う地区

の野球大会もよろしくお願い致します。10 月 3日(土)10 日(土)に練習が無いの

で野球部の皆様よろしくお願い致します。優勝目指してガンバロー!! 

   §田中正夫会員 妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。連休は北海道でした。 

   §鈴木秀明会員 中谷ガバナーよろしくお願い致します。家内も還暦になりました。結婚して 39

年目になります。まだ見捨てられていません。 

   §磯田 賢会員 今般、台風による大雨の災害がありましたが、お蔭様でほぼ全ての案件でお客

様との面談を終え、保険金のお支払手続きが進んでいます。全国の応援社員の

宿泊で田島会員に、応援社員のタクシー手配で笠原会員に大変お世話になり、
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感謝申し上げます。 

   §金田秀壽会員 新福島支店の落成式、展示会、引越し等があり、出席できずに申し訳ありませ

んでした。これからは大丈夫です。よろしくお願い致します。 

   §田口久雄会員 中谷ガバナー様、内山ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃいました。本日は

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  50,000 円 

 

    ガバナーアドレス 

    

   第 2550 地区  

   中谷 研一 ガバナー 

 

 

  Be a Gift to the 

自分が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て成長してきました。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。 

この時間は、あまりにも短く、成すべき事は、あまりにも多く存在しています。 

 より良い世界をめざして、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。 

慈愛の花で地域を満たしましょう 

・ロータリーの本質 （Core Essence) 

地域の人々の生活を、改善したいという情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる献身的な人々の世界的

ネットーワーク。地域の人々の生活を、改善したいという情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる献身

的な人々の世界的ネットーワーク。 

・ロータリーの使命 （Mission) 

ロータリーの使命は、人々に奉仕し、高潔性を推進し、事業と専門職および地域社会の 

リーダー間の親睦を通じて、世界理解と親善と平和を推進すること。 

中核的価値観 —項目別に検討— 

奉 仕 と は ： 奉仕する喜びと、感動を実感する努力をする。 

親 睦 と は ： 奉仕を共に行う事によって、心の底から得られる親睦を求める。 

多  様  性  ： 自分の考えだけでなく、多種の方々の存在や考えを認め、理解し合う事が大切。地域や

国を超え、理解し合う事で自分自身の世界を広める。 

高  潔  性  ： 仕事や人間関係において、常に高い倫理観をもって活動する。他人に押し付けるもので

はなく、自分で実践する。 

リーダーシップ ： 指導力を更に磨き、ロータリー活動に、職場に、地域社会において指導力を遺憾な

く発揮する。 

会員増強とは ： クラブの事情で、会員を増やすのではなく、地域社会そして世界各地で、共に活動出

来る仲間を増やす事が重要。 

RI戦略計画－ 優先事項と中核的価値観で構成される－ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGh46eZrsgCFYUjlAodxyEKEw&url=http://www.seki.dr-clinic.jp/rotary.html&psig=AFQjCNFkEWJJXWgZvUfKwr7Q1p9YH8ANag&ust=1444232996595373
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戦略計画（長期計画） 

  全てのゾーン、地区、グループ、クラブそしてロータリアンが、進むべき方向性を( 「ﾛｰﾀﾘｰに理念」

「具体 

的な実践活動」等含めた ） 示している事を理解する。 

３つの優先事項と地域コーディネーター 

   1.  クラブのサポートと強化         ： ロータリー コーディネーター が支援 

   2.  人道的奉仕の重点化と増加  ： ロータリー財団 地域コーディネーター が支援 

   3.  公共イメージと認知度の向上 ： 公共イメージ コーディネーター が支援 

３つの優先事項には、重要な関連性があます。 

      1.  クラブが強化（ 会員増強すれば ）     人道的奉仕が更に進む    公共イメージ向上 

      2.  人道的奉仕活動の実施    世間の関心と評価が高まり、自ら公共イメージを上げる 

      3.  公共イメージ向上（ 賛同者が増え、会員増強へつながる ）    クラブが強化 

 

戦略計画の優先項目 クラブのサポートと強化 

1．クラブの刷新制と柔軟性を育てる。 

2．さまざまな奉仕活動への参加をクラブに奨励する。 

3．会員基盤の多様性を奨励する。 

4．会員の勧誘と維持を改善する。 

5．リーダーを育成する。 

6．ダイナミックな新クラブを結成する。 

7．クラブと地区における戦略計画の立案を奨励する。 

人道的奉仕の重点化と増加 

1.ポリオを撲滅する。 

2.青少年や若きリーダーの支援。 

3.ロータリー財団の重点６分野と関連したプログラムや活動において持続可能性を高める。 

4.他団体との協力やつながりを深める。 

5.地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすプロジェクトを生み出す。 

人道的プロジェクトの推進 

『フィリピンにおける 24年間の経験からの提言』 

 1.近隣の地区及びクラブと、信頼関係を構築する。 

 2.文化・習慣・言語等を受入れ、互いに尊重する。 

 3.共通認識の下に、人道的プロジェクトをデザインする。 

 4.事前に充分な調査を行い、納得できるまで話し合う。 

公共イメージと認知度の向上 

※ ロータリーの中核的価値観と人道的・職業的奉仕等の特徴を、地域及び国際的レベルで 周知をはか

ることが 

重要。目標はロータリーのブランドイメージを、向上させること。 

ブランドとは 

ロータリーとは、何か？」 「ロータリーは、何をする団体なのか？」「ロータリーは、なぜ大切なのか？」 

を、 

表すものである。 
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1.イメージとブランドの認知を、調和させる。 

2.行動を主体とした奉仕を、推進する。 

3.中核的価値観を、推進する。 

4.職業奉仕を、強調する。 

5.ネットワークづくりの機会、並びにクラブ独自の活動について社会に広報するよう、クラブに奨励す 

 る 

 

地域別会員増強計画 —計画の概略— 

目標と目的                    成果測定のための指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－世界ポリオ撲滅推進計画－ 

連携機関 

  1. 国際ﾛｰﾀﾘｰ 

  2. 世界保健機関（WHO） 

  3. ユニセフ 

  4. 米国疾病対策センター（CDC） 

  5. ビル＆メリンダ ゲイツ財団 

撲滅活動 : US$15 億が不足 

 撲滅する活動の資金不足の為、募金活動が必要。 

  US＄15で 100人分のﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝが購入可能 

  US＄25で予防接種日の推進用ﾎﾟｽﾀｰ 50 枚作成 

  US＄75でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用ﾕﾆﾌｫｰﾑ 150枚作成 

  US＄75でワクチン運搬ケース（冷却保存用）75個 

日韓親善会議 

第 13回日韓親善会議 開催要項 
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目 的 ： 両国の親善と相互理解を深め、両国の発展と平和に貢献する。 

日 時 ： 2015年 9月 4日（金）13：00～ 

場 所 ： グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」東京都港区高輪 3-13-1 

・ 本会議 ： 基調講演 「 ゴリラから見た人類の起源（仮）」京都大学総長   山極寿一氏                     

「 2016年ソウル国際大会に向けて」国際大会共同委員長  小沢一彦氏 

・ 歓迎晩餐会      

 

 

２０１６年ロータリー世界大会 

期   間  ： ２０１６年 ５月 28日(土） ～ ６月 １日（水） ５日間 

 開 催 地 ： KINTEX（ Korea International Exhibition Center ) 

 

2002-03 年度 RI会長 “ビチャイ・ラタクル” 

 

       ロータリーの奉仕は、 

        あくまで上意下達ではなく、ボトムアップである。 

                I serve を忘れてはいけない。 

 

地区内 51クラブの会長、あなたが主役です。皆さんが始めなければ、何も始まりません。皆さんが輝か

ずして、ロータリーに何の意義があるのでしょうか？フロンティアとして、大いに勇気を持って決断さ

れ会員皆様と共に進んで行きましょう。 

 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

      

月  日 時  間 内  容 

10 月  7 日(水) 12：30～13：00 
米山奨学生 卓話 

カオ・ホワイ・ヴ 君 

10 月 14 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

セーフティネット「フードバンク」について 

認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク 

専務理事・事務局長 矢野正広様 

理事 徳山篤様 

10 月 21 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

「宮コンと出会いの街」 

宮コン創設者 佐々木 均 様 

10 月 28 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：お月見の会 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  48 名  前々回 9 月 16 日 

出席数  36 名  訂正率  76.92％ 

欠席数  12 名     

出席率   87.80％  

次回例会 

 2015 年 10 月 7 日(水)  

  米山奨学生 卓話 

      カオ・ホワイ・ヴ 君 


