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2019-2020 年度 第 1820 月回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：藤島 拓 幹事：酒澤伸二 広報委員会リーダー：坂本昭一 

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           磯貝 太  会場監督（S.A.A） 

 

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」   

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  皆様、こんにちは。 

今日から 2019-2020年度がスタート致しました。最初の「会長挨拶」と言う事で非常に緊張しており

ますが、宇都宮南ロータリークラブの会長を務めさせていただける事に感謝しながら、一つ一つ学び、

会員皆様のご理解とご協力をいただきながら進めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致

します。 

新年度がスタートするにあたって非常にうれしいことがありました。それは、会社の事情で数年休会

されていた「菅野会員」が復帰していただいた事です。後程、菅野会員から復帰のご挨拶をいただきた

いと思います。 

  また、宇都宮市鶴田町で保険事務所の代表をされている、横尾憲一さんが入会してくれました。推薦

者は私なので、この後の「入会式」前に改めてご紹介させていただきますので、よろしくお願い致しま

す。それでは、1年間よろしくお願い致します。 

 

 記念品贈呈 

 

 田中正夫前会長、磯貝 太前幹事に 

記念品の贈呈がございました。 

 

 1年間大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会          

2019 年 7 月 3 日(水)      会員数 54名 出席 34 名 
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 新入会員入会式 

 

横尾 憲一会員 

      ヨコオ保険事務所 所長 

 

      紹介者：藤島 拓 会員 

 

 

 

 ロータリー財団表彰 

 

§ ポール・ハリス・フェロー   酒澤 伸二 会員 

 

 

 

 

 

 

 会員復帰挨拶 

 

 休会しておられました菅野孝祠会員より、 

復帰のご挨拶がございました。 

 

 

 

 

 

 7 月のお祝い事          関 昌也 親睦・家族委員 

 

§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・鍋島勝子会員・舛田健司会員 

   §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 

   §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             酒澤 伸二 幹事 

 

   § 7月 6日(土)スペシャルオリンピックス日本・栃木創立 15周年記念式典が開催されます。（別途案内） 

   § 7月 24 日・31 日の例会は新年度 各委員会計画発表となります。ご都合の付かない方は幹事までお申

し出ください。 

   § 本日より、横尾憲一会員が入会されました。皆様よろしくお願い致します。 

   § 合同委員会開催を 7～8月に開催を予定しております。（日程は相談） 

   § ガバナー事務所より、今年度 RLIの日程が届いております。参加者には別途お知らせ致します。 

   § 7月のロータリーレート 1ドル＝108円 

   § 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    仲田 俊夫 委員長 

 

§藤島 拓会長  いよいよ藤島年度がスタートします。1年間頑張りますのでよろしくお願い致します。 

§酒澤伸二幹事  本年度のスタートとなります。皆様 1年間どうぞよろしくお願い致します。 

§塩田 潔会員  いよいよ藤島会長、酒澤幹事スタートですね。期待しています。会長、何もかも自分

でやる気にならず、会員野球で頑張ってください。直球ばかりだと 1年がもちません

から、時には変化球も投げてください。元監督より。 

§藤島年度の出船を祝して 1年間頑張ってください。藤島会長、酒澤幹事よろしくお願い致します。 

 （以下同様分につき会員名のみ掲載） 

 田中正夫会員・磯貝 太会員・村上芳弘会員・村田宏明会員・田村一夫会員・仲田俊夫会員 

坂本昭一会員・喜内敏夫会員・安齋誠一会員・鈴木秀明会員・高久和夫会員・枝野修一会員 

中野智之会員・市原久典会員・岩本一男会員・田口久雄会員・黒崎丈博会員・山本敬三会員 

青木克浩会員・嘉屋次郎会員・関 昌也会員・長谷川博夫会員 

§若月章男会員  いよいよ藤島年度のスタートです。私も奉仕プロジェクトリーダー、職業奉仕の委員

長として精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。 

§嶋田辰雄会員  本年度プログラム委員長を仰せつかりました。卓話、募集していますのでご協力よろ

しくお願い致します。 

§川又俊二会員  今年度も親睦委員会をよろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  いよいよ藤島年度のスタート、出席のご協力をよろしくお願い致します。皆さんで高

出席率を目指しましょう。 

§大島スミ子会員 新年度、出席率を皆で伸ばしましょう。 

§物井栄三郎会員 今日から心も新たに出席致します。 

§菅野孝祠会員  本日より、復帰させていただきます。どうぞ皆様、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  46,000 円  
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 ゴルフ同好会報告       中野 智之 会員 

 

  §8月 4日(日)ゴルフ同好会を開催致します。皆様、奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 

 

    親睦・家族委員会報告     川又 俊二 委員長 

 

    §納涼家族会「うつのみや花火大会」参加のご出欠のお返事をよろしくお願い致します。 

 

    クラブフォーラム 

 

   2019-2020 年度 会長方針 

 

    藤島 拓 会長 

 

     

     2019-2020年度は「全員参加のロータリー活動」を行い出席率の 

向上を実現したいと考えております。出席率向上実現の要として、 

クラブ創立会員の「笠原会員」に出席委員長をお願い致しました。 

また、副幹事を副委員長として、全会員で出席率向上に取組んで行くために「全会員を出席委員」と致

しました。 

     出席委員会活動方針の①親しい会員から出席を頼む②次回出席お願い文をＦＡＸする 事を実践し

て、前期出席率 70％以上目指し、後期は 80％以上を目標としました。全会員のご理解とご協力をよろ

しくお願い致します。 

     話は変わりますが、ロータリークラブに入会して学んだことの中に「職業奉仕」があります。日本の

ロータリーの神髄と言える「大連宣言」や職業人としての心構えである「四つのテスト」から職業人と

して忘れてはいけない事を教えて頂きました。 

    「職業奉仕」のように、入会後の 10 年間で学んだことを基にして以下のような、方針及び計画を作成

いたしました。 

(方針) 

RI会長マーク・ダニエル・マローニー氏は、2019-2020年度のテーマを「ロータリーは世界をつなぐ」

と発表されました。 

ロータリーの礎は「つながり」です。1905年（114年前）に若い弁護士としてシカゴにやって来たポ

ール・ハリスがロータリーを創設した最大の理由が見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」事でした。 

栃木県外出身である私にとって「宇都宮南ロータリークラブ」での活動が、見知らぬ街での「つなが

り」をもたらしてくれました。そして、ロータリークラブでなければできない貴重な経験をし、ロータ

リークラブでなければ出会う事ができなかった人々と出会い、成長する事が出来たと実感しており、心

から感謝しております。 

さて、宇都宮南ロータリークラブは、2019-20年度で創立 39年目を迎えております。今後も持続可能

なクラブにして行くためには、会員増強を全会員で取組む事が重要だと考えております。 
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しかしながら、会員組織の構造やリーダーシップの要求などがあり、今日の若い職業人にとって手の

届きにくい存在である事も事実であり、思うように会員増強が進んでいない現状です。 

川嶋ガバナーテーマであるクラブの「無限の可能性」を信じ、「サーバント・リーダーシップ（仕え

るリーダーシップ）」を心掛け・柔軟なクラブ運営を実践し、「全員参加のロータリー活動」で「会員

のつながり」を、より深く・強くするように取組んで参ります。会員皆さまのご理解と、ご協力をよ

ろしくお願い致します。 

(計画) 

１．会員増強への取り組み 

会員増強・純増３名及び退会防止  

     ２．子ども問題への取り組み 

       地域内のボランティア団体と連携し将来を担う子供たちへの支援を行う 

     ３．RLI推進 

       入会 3年～5年目の会員を中心に参加してもらい、将来のリーダー育成を行う 

４．ロータリー財団寄付 １人当り 150ドル、 

５．米山記念奨学会寄付 1人当り 19,000円 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

   

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1821 回 

7 月 6 日(土) 

第1部 式典 

13：30～15：30 

第2部 祝賀会 

16：00～18：00 

移動例会 

スペシャルオリンピックス

日本・栃木 

創立 15 周年記念式典 

宇都宮共和大学 

宇都宮シティ 

キャンパス 

第 1822 回 

7 月 17 日(水) 
12：30～13：30 

直前会長・直前幹事 卓話 

田中正夫 直前会長 

磯貝 太 直前幹事 

ホテルニューイタヤ 

出席報告   笠原正人 出席委員長 

 

会員数   54名  前々回 6月 18日 

出席数   34名   訂正率 62.50％ 

欠席数    20名       

出席率  75.56％ 

％       

例会予定 

 

第 1820 回  7 月 3 日(水) 

会長方発表 

藤島 拓 会長 
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第 1823 回 

7 月 24 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度各委員会事業計画 

各委員会 委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1824 回 

7 月 31 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度各委員会事業計画 

各委員会 委員長 

ホテルニューイタヤ 

 

 ＊7月 10日(水)の例会はございませんのでご注意ください＊ 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1825 回 

8 月 7 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

「出席について」 

笠原正人会員 

ホテルニューイタヤ 

第 1826 回 

8 月 10 日(土) 
16：00～20：30 

移動例会：納涼家族会 

うつのみや花火大会 
別途案内 

第 1827 回 

8 月 21 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会：クラブフォーラム 

「会員増強について」 

会員増強委員会長谷川博夫

委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1828 回 

8 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

1 年交換留学生 帰国報告 

上野開美さん 

 

ホテルニューイタヤ 

 

＊8月 14 日(水)の例会は 8月 10 日(土)振替休会となります。 


