UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2018-2019 年度 第 1811 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：田中正夫

幹事：磯貝

太

広報委員会リーダー：若林博純

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）

4月

第 4 例会

2019 年 4 月 24 日(水)

司

会

長谷川

会員数 53 名

博夫

出席 22 名

会場監督（S.A.A）

● ロータリーソング「我らの生業」

ビジター紹介

川又

俊治 親睦・家族委員長

§石井通康様（足利東 RC)
§齋藤芳哲様（NPO 法人うつのみや百年花火 会長・卓話者）
§亀井光一郎様（NPO 法人うつのみや百年花火 副会長・卓話者・宇都宮さつき RC）
§マハラザン・サハン・シラさん（米山奨学生）

会長の時間

田中

正夫 会長

こんにちは。天皇陛下がご退位され、新しい天皇が即位されることにともなう改元がせまってまいり
ました。平成の時代は今日を含めてあと７日間です。一週間後からは「令和」となります。平成の出来
事や世相を特集する番組や記事が流行っていますが、30 年間というひとつの時代を振り返ることは、次
の時代を考えるためにも有意義であると思います。また、もうすぐ 10 連休です。楽しみにしている方
もいられるでしょうし、困っている方もいらっしゃるかもしれません。私は、仕事の面では少し困りま
すが、せっかくの機会ですので、6 泊 7 日の国内旅行に行ってまいります。
さて、今日の例会は、2019 年（令和元年）うつのみや花火大会会長でいらっしゃる齋藤芳哲様をお招
きして卓話をいただきます。昨年 8 月の納涼家族会ではお世話になりました。今年もお願いすることに
なりますので、その節はよろしくお願い申し上げます。
足利東ロータリークラブの石井道康様、昨年の９月５日以来、今年度２度目のメイクをしていただき
ました。ありがとうございます。石井様は栃木県と群馬県の全てのクラブの訪問を達成され、さらに福
島市でのＲＬＩにも参加されるとのことです。すばらしいことです。
今日の例会が、少しでも多く皆様のお役に立つことを願いまして、会長の挨拶とさせていただきます。

米山記念奨学会報告
§マハラザン・サハン・シラさんに奨学金が支給されました。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
新入会員入会式
嘉屋

次郎 会員

東京海上日動火災保険(株)
栃木支店 部長 兼 宇都宮支店長

幹事報告

磯貝

太 幹事

§ 5 月 12 日(日)ロータリーデー2750 地区フェスタ 2019 が東京赤坂において開催されます。参加ご希望
の方は幹事までお申し出ください。
§ 4 月 23 日(火)宇都宮東ロータリークラブ夜間例会に 9 名で参加して参りました。濱森栄子様の義援金
1,000 万円を目指して日本一周をしている方で「ピアノと女一人旅」の講演がありました。
（仲田会員・関口会員・藤島会員・山本会員・岩本会員・嶋田会員・磯貝会員・川又会員・関会員）
§ 宇都宮東ローターアクト募集のパンフレットが届いております。（回覧）
§ 5 月 15 日(水)例会終了後、理事役員会を開催致します。
§ 5 月 29 日(水)18：00 より、パスト会長会を開催致します。
§ 5 月 8 日(水)の例会は法定休日となります。

インターアクト委員会報告

黒崎

丈博 委員長

§ 4 月 27 日(土)足尾植樹祭に当クラブより 8 名、インターアクト南風倶楽部より 22 名で参加致します。

スマイルボックス委員会報告

長谷川

博夫 委員長

§田中正夫会長

齋藤様、花火大会よろしくお願い致します。

§藤島

2019 うつのみや花火大会会長齋藤様、本日の卓話ありがとうございます。

拓副会長

§村上芳弘会員

うつのみや花火大会が今年も盛大に開催されることを祈っております。

§仲田俊夫会員

齋藤様、お世話になっております。うつのみや花火大会の話、楽しみにしております！

§鈴木秀明会員

サハンシラさん学業頑張ってください。

§関 享一会員

新緑の季節となりました。時の過ぎて行くのは速いものであっという間に、5 月の新
天皇を迎えることになりました。令和も素晴らしい時代になることを切に思います。

§高久和男会員

今日、楽しくスマイルします。

§中野智之会員

今日も元気にスマイルします!!

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

7,000 円
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2019－2020 年度会長報告

藤島

拓 次年度会長
2019－2020 年度

会長 藤島

拓

幹事 酒澤伸二
2019－2020 年度に向けてのお願い
拝啓 平素はロータリークラブの活動に、ご尽力を頂き厚くお礼申し上げます。
現在、次年度に向け役員会で「委員会組織、予算」等の審議を行っているところです。
さて、宇都宮南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの財務については、細則第１２条第１節で「予算はクラブ運営
に関する予算と、慈善奉仕活動運営に関する予算」に分けられると規定されております。
クラブ運営予算は「一般会計」で、奉仕活動運営予算は「特別会計」です。
一般会計予算項目内訳は、①上部団体費②運営費③事務費④委員会費⑤予備費です。
特別会計予算項目内訳は、①スマイルﾎﾞｯｸｽ ②多目的基金です。
一般会計及び特別会計（多目的基金）の収入は年会費で集めているので、支出計画は
その会費収入にあった支出計画となっております。※請求明細書等参照
一方、奉仕活動運営予算である特別会計（ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ）の収入は、年度内に調達する
事と規定されており、毎年度スマイル委員会を中心に苦労して調達をしております。
参考に、２０１７．７．１～２０１８．６．３０年度のｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ収支は下記のとおりです。
◎収入合計額

1,262,498 ※詳細は決算書参照

◎支払合計額

1,262,498

項目内訳

社会奉仕委員会

314,298

青少年奉仕委員会

379,608

国際奉仕委員会

379,200

振替金

189,392

2019-2020 年度の奉仕活動は、2017-2018 年度の奉仕活動を参考に理事会等で検討して
いるところですが、出席率等の問題もあり、ｽﾏｲﾙ収入確保の見込が非常に難しい状況です。
また、10 月から消費税が 10％に改正され 2％増予定で、150,000 円程度支払増の予定です。
この様な現状でクラブ活動を進めて、奉仕活動予算（スマイル）を調達できなかった場合は
多目的基金（周年事業積立金等）からの支出となり、基金が減って行くことになりかねません。
今後の、各委員会の奉仕活動の活発化や周年事業の充実を実行して行くには安定した
活動費が必要である事から、会費でｽﾏｲﾙ 1 人 10,000 円をお願いしたいと、4 月 17 日第 2 回
次年度理事会で決定致しました。会費変更（定款変更）のため、例会で会員のご審議を受
ける必要があり、５月２２日の例会でお願いしたいと考えております。
今後の取り組み予定は下記のとおりです、ご理解とご協力よろしくお願い致します。
１．４月２４日（水） 例会で 説明
２．５月８日例会までに、５月２２日例会での「規約改正通知」を出す
３．５月８日、１５日例会で規約改正内容説明
４．５月２２日（水） 地区協議会報告及び規約改正の
審議

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

※5 月例会でｽﾏｲﾙ支出計画の詳細を説明して、5 月 22 日に審議していただきたいと考えており
ます。重要な会費関係の審議のため、1 人でも多くの会員の参加が必要でございます。
多くの会員の出席とご意見をよろしくお願いいたしま
す。

招待卓話
齋藤 芳哲 様
NPO 法人うつのみや百年花火大会 会長
「～絆～夜空でつなぐみんなの願い」
うつのみや花火大会を通じて市民の皆様との絆を深めていきたい。
2003 年を最後に一度途絶えた花火大会を、市民有志の想いを集結して 2007 年に復活。以来「こども達
に夢と希望と感動を!」のスローガンのもと、完全ボランティア運営として今年で 13 年目を迎えるこ
とができました。
うつのみや花火大会はこれまで継続するにあたり、様々な困難を経験してまいりましたが、地域の皆
様・スポンサーの皆様・関係各所の皆様の温かいご支援とご協力をいただき、毎年途絶える事なく無事
に開催することができておりますことを厚く御礼申し上げます。
新元号第一回目となる今年のテーマは「絆」とさせていただきました。絆とは「人と人との繋がり」
を意味します。花火大会が復活してからの歴史はまさに様々な方々との絆の歴史だったと思います。
毎年の花火大会開催には我々運営メンバーだけの力では到底難しく、様々なスポンサーの皆様・関係各
所の皆様・市民の皆様のお力添えが必要不可欠であると強く実感しております。そして当会に関わる一
人一人が未来を担うこども達のためにできることを積み重ねていく。一本一本の糸は細いかもしれませ
んが、それが重なり会うことで太い縄となり、さらに強い綱になってゆく。今年は皆様とその強い繋が
りを再確認するとともに、さらに深く強いものにしていきたいと考えております。そして絆の輪をさら
に深く強くすることで、我々「特定非営利活動法人うつのみや百年花火」の名のもとに、百年先まで続
く宇都宮の文化として継承されていくものだと確信しております。
最後に、本年も安心安全な花火大会運営を目指すと共に、皆様からさらに愛されるうつのみや花火大
会であり続けられるよう、そして皆様の想いを花火大会当日の夜空に大輪の絆の輪として咲かせられる
ように、メンバー一同精一杯活動してまいりますので、変わらぬご支援・ご協力をよろしくお願いいた
します。
［主 催］特定非営利活動法人うつのみや百年花火
［日 時］８／１０日（土）１８：３０～２０：３０
［場 所］宇都宮市道場宿緑地

［打ち揚げ発数］３０，０００発

［事務局］〒320-0052 栃木県宇都宮市中戸祭町 813

特定非営利活動法人うつのみや百年花火

［連絡先］TEL：028-600-3980

mail：info@utsunomiya-hanabi.jp

FAX：028-600-3981

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

出席報告

村上

芳弘 委員長

会員数

53 名

前々回

4 月 10 日

出席数

22 名

訂正率

100％

欠席数

31 名

出席率

53.66％

例会予定
第 1812 回 5 月 8 日(水)
招待卓話
「スペシャルオリンピックスについて」
スペシャルオリンピックス日本・栃木
会長 高久和夫様

事務局 原田様

％

プログラム

日付

時間

第 1813 回
5 月 15 日(水)

12：30～13：30

第 1814 回
5 月 22 日(水)
第 1815 回
5 月 29 日(水)

12：30～13：30

プログラム
会員卓話
荻原英美会員
会員卓話
「地区協議会報告」
藤島

12：30～13：30

調整中

例会場
ホテルニューイタヤ

ホテルニューイタヤ

拓 次年度会長
ホテルニューイタヤ

