UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2017-2018 年度 第 1731 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：坂本昭一

幹事：藤島

拓

広報委員会リーダー：酒澤伸二

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）

7月

第 1 例会

2017 年 7 月 5 日(水)

司

会

● 国歌斉唱「君が代」

ビジター紹介

坂井

会員数 53 名

出席 35 名

俊司 S.A.A

● ロータリーソング「奉仕の理想」

相馬

大輝 親睦・家族委員

§佐伯秀利様(第 2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐・宇都宮北 RC)
§田中正彦様(宇都宮 RC)

会長の時間

坂本

昭一 会長

今年度、国際ロータリー会長、イアン H.S. ライズリー氏は
〈ロータリー：変化をもたらす〉と掲げました。
このテーマは、
「ロータリーとは何ですか」という問いに、私たちは
「ロータリー：変化をもたらす」という、それぞれどのような方法で
奉仕を通じて人びとの人生に変化をもたらせ、ロータリーで充実感を
得ることが出来るか、毎週、毎年、
「変化をもたらす」ロータリーの
一員であることから湧き出てくるものと言っております。（真の変化が必要である）
この方針を受けて、2017 ～ 2018 年度国際ロータリー第 2550 地区 太城敏之ガバナーは「チャレン
ジ＆イノベーション」挑戦と変革 という目標を掲げました。会社はイノベーションなくしては生き残
れないのと同様、ロータリークラブもイノベーションを繰り返さないと存続できないという危機感を訴
えています。この目標に向かっていきます。
当クラブは 2017 年 1 月 4 日に創立 35 周年を迎えました。40 周年に向けて、各委員会が一丸となっ
て未来に向かって、クラブが元気に原点に立ち返り、今一度足元を見直しながら、ロータリーの原点で
ある親睦と職業奉仕の調和を押し進めていきたいと思います。ロータリーの二本柱である「親睦」と「奉
仕」を通して会員の仲間と楽しく活動ができますよう会員の皆様のご協力をお願い致します。
会員皆様のご協力をお願いいたします。
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第 2550 地区 第 3 グループ A

佐伯

秀利 ガバナー補佐

2017-2018 年度第 3 グループ A ガバナー補佐を仰せつかりました佐伯です。第 3 グループ B の若月ガ
バナー補佐と共に今年度よろしくお願い致します。
宇都宮南ロータリークラブは前年度、IM と野球大会のホストをされ、今年度は私の所属する北クラブ
がホストとなりますので、ご指導ご協力をよろしくお願い致します。

記念品贈呈
§2016-2017 年度会長 安齊誠一会員に記念品が贈られました。
1 年間お疲れ様でした。

新入会員入会式
鍋島

勝子 会員

社会保険労務士法人 鍋島事務所 所長
推薦者：仲田俊夫会員

皆出席表彰

若林

笠原 正人 会員

2010 年 6 月より満 7 ヵ年

嶋田 辰雄 会員

2012 年 6 月より満 5 ヵ年

7 月のお祝い事
§入会記念

博純 出席委員長

長谷川

博夫 親睦・家族委員長

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

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
坂井俊司会員(母)

§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
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幹事報告

藤島

§7 月のロータリーレート

拓 幹事

1 ドル＝111 円

§会費納入通知を送付致しました。7 月末日までにご入金をお願い致します。
§会員名簿の確認をお願い致します。変更がある場合は事務局または幹事
までお申し出下さい。
§第 3 週目の例会より、各委員会活動計画発表となりますので、ご準備を
お願い致します。
§8 月 23 日(水)納涼家族会を予定しております。詳細は後日お知らせ致します。
§地区行事日程
・8 月 27 日(日)第 2550 地区会員増強親睦ゴルフ大会(回覧）
・8 月 29 日(火)第 2550 地区ゴルフ選手権大会(回覧)
・9 月 20 日(水)ガバナー補佐訪問
・10 月 4 日(水)ガバナー公式訪問
・10 月 13 日(金)～15 日(日)地区大会
13 日(金)：記念ゴルフ大会(宇都宮カンツリー)
14 日(土)：会長幹事指導者育成セミナー及び晩餐会(ホテルニューイタヤ)
15 日(日)：本会議(宇都宮グランドホテル)
§第 14 回韓日親善会議 2017 開催のお知らせが届いております。(回覧)
§小山北ロータリークラブより、下野小麻呂の DVD が届いております。(回覧)
§前年度同様第 2 例会はバイキングとなります。
§クラブホームページが坂本年度になっておりますのでご覧になって下さい。
§本日例会終了後、理事役員会を開催致します。

スマイルボックス委員会報告
§坂本昭一会長

中野

智之 委員長

今年度 1 年間よろしくお願い致します。精一杯努力致しますので皆様ご協力お願い致
します。

§藤島

拓幹事

坂本会長方針に沿って、楽しいクラブになるように努力いたしますので、会員の皆様
のご協力をよろしくお願い致します。

§安齊誠一会員

坂本会長、藤島幹事 1 年間頑張ってください。

§笠原正人会員

坂本年度スタート、おめでとうございます。藤島幹事ともどもご苦労ですが、1 年間
頑張りましょう。私も米山委員長としてお金集めに頑張ります。

§村上芳弘会員

いよいよ坂本年度のスタートです。全員が一丸となって協力し、盛り上げ、素晴らし
い年度にしましょう。

§以下類似文のため氏名のみ掲載
荒井健次会員・鈴木秀明会員・田島久夫会員・田中正夫会員・若林博純会員・坂井俊司会員
藤井康夫会員・山本敬三会員・磯貝 太会員・岩本一男会員・嶋田辰雄会員・田口久雄会員
酒澤伸二会員・角田充由会員・黒崎丈博会員
§仲田俊夫会員

7 月 2 日(日)に日本橋の衣料品問屋で、亘理ロータリークラブの森輝雄様に会いまし
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た。
（南ロータリークラブの 35 周年に出席してくれた方です）亘理ロータリークラブ
創立 50 周年があるので、是非多くの南ロータリークラブの方々の出席をお願い致し
ます。との事です。
§長谷川博夫会員 坂本年度より、親睦・家族委員長を仰せつかりました長谷川です。皆様よろしくお願
い致します。
§関

享一会員

皆様、お疲れ様です。これからの 1 年間益々元気で頑張って行く所存です。私も如何
にかこうにか生活することができ、本当に自分自身喜んでおります。これからも更に
前進を重ねて行きたいと思います。本年もなるべく可能な限り多く出席するよう、体
調を整えて行きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

§桑田豊豪会員

坂本新年度の初日に参加でしました。今年度更なる盛り上がりに、出来る限り協力し
て参ります。よろしくお願い致します。

§中野智之会員

坂本年度のスタート、スマイル委員長として気合入れて頑張ります。

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

35,000 円

クラブフォーラム
2017-2018 年度

会長方針

1. クラブの運営方針
1） 委員会活動の充実
各委員長と連携をとりながら、各委員会の活動に対し全会員参加を呼びかけ、情熱をもって実行
にあたり、例会に出席することの意義を認識して委員会の充実を図っていきたい。

2） 原点である職業奉仕活動と実践
（四つのテストを唱和し、職業奉仕の意識を高揚させる）
職業人の集いであるロータリークラブの精神を基盤に、会員各位が職業を通じて社会貢献でき
るように、職業奉仕の意識の向上をうながす情報の提供と奉仕活動の充実を図れたらと思います。
ロータリーは「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」といったロータリーの精神が受け継がれています。

3） ロータリーを楽しもう
親睦や趣味の会員への参加により、会員相互の理解と友情を深めながら楽しく、魅力あるクラ
ブを創り、出席率の向上に努める。「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」です。

2.クラブ目標
1）会員増強は（ガバナーの方針にもありますよう）
本年度は 5 名の純増を目指します。特に若い会員と女性会員で増強を目指します。又、退会者防
止にも努めてまいります。

2）継続性のある奉仕活動は現在 4 つの奉仕活動を行っています。
①インターアクトクラブ（南風倶楽部）
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②ベトナム ホーチミン市 孤児院の支援
③亘理支援事業（友好クラブ締結）
④スペシャルオリンピックス日本・栃木
奉仕活動の継続は大切ですが、きめられた継続年もあります。同じ奉仕活動を続けていたのでは衰
退してしまうという意見も出ています。今後皆様と検討していきたいと思っています。

3)ロータリー財団寄付（会員 1 人あたり目標 150 ドル）米山記念奨学金寄付（会員 1 人
あたり目標 18,000 円を実現する
以上の目標に向かって頑張っていきたいと思います。皆様のご協力を心からお願い致します。

出席報告

若林博純 委員長

会員数

53 名

前々回

6 月 21 日

出席数

35 名

訂正率

79.59％

欠席数

18 名

出席率

81.40％

例会予定
第 1732 回
7 月 12 日(水)

前会長・前幹事 卓話
「1 年を振り返って」
安齊誠一前会長・関口 隆前幹事

％

プログラム

日付

プログラム

第 1733 回
7 月 19 日(水)

クラブアッセンブリー
本年度委員会事業計画発表
クラブ奉仕・広報・会員組織委員会

第 1734 回

クラブアッセンブリー
奉仕プロジェクト・ロータリー基金

7 月 26 日(水)

S.A.A・会計・各委員会

例会場

ホテルニューイタヤ

ホテルニューイタヤ

