UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2020-2021 年度 第 1855 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：中野智之

幹事：長谷川博夫

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

2020 年 7 月 1 日(水)

司

会

● 国歌斉唱「君が代」

会員数 54 名

山本

出席 31 名

敬三 会場監督（S.A.A）

● 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

§ バドジャラガル・ヒシギジャガルさん（米山奨学生）（愛称：キシ）

会長の時間

中野

智之 会長

皆さんこんにちは。
本日より、宇都宮南ロータリークラブ会長を仰せつかりました中野です。今日からのスタートであり
ますので、期待と不安が入り混じった複雑な心境です。歴史ある宇都宮南ロータリークラブのこれから
の発展のために、精一杯務めさせていただきます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

幹事報告

長谷川博夫 幹事

§ 8 月 25 日(火)第 2550 地区ゴルフ選手権大会のご案内が届いております。(FAX にて別途案内)
§ 今市ロータリークラブより、創立 60 周年記念誌が届いております。(回覧)
理事会報告
§ プログラムの件、7 月の例会予定
§ 会計 予算案の件、詳細は後日お知らせ致します。
§ 親睦・家族委員会 納涼家族会の件、8 月 19 日(水)会員のみで夜間例会開催。
§ 亘理産業祭の件、コロナウィルス感染拡大防止の為、参加中止とする。（亘理 RC 例会参加等検討中）
§ インターアクトの件、8 月 10 日(月)宇都宮南高等学校年次総会をネット会議とする。
§ 年会費の件、前年度と比べて 25,000 円減額（4・5・6 月例会休みのため）とする。
§ 地区ゴルフ選手権参加の件、参加者募集。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
記念品贈呈
2019-2020 年度 会長 藤島 拓会員
幹事 酒澤伸二会員
記念品の贈呈がございました。

7 月のお祝い事
§入会記念

磯貝

太 親睦・家族委員長

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・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・横尾憲一会員

§会員誕生

高久和男会員・佐々木隆会員・塚田典功会員

§夫人誕生

荻原英美会員・高久和男会員・相馬大輝会員

§創立記念

田村一夫会員 (有)タムラ商会
佐々木隆会員 税理士法人アミック＆パートナーズ
塚田典功会員 塚田歯科医院

§結婚記念

佐々木隆会員

米山記念奨学会報告

仲田

俊夫 米山記念奨学会委員長

§ 米山奨学生 バトジャラガル・ヒシギジャラガルさんに奨学金の支給がございました。

スマイルボックス委員会報告

坂本昭一 スマイル委員長

§中野智之会長

本日より、会長を仰せつかりました。1 年間よろしくお願い致します。

§長谷川博夫幹事

今年度、1 年間色々と頼み事、よろしくお願い致します。

§藤島

中野会長、長谷川幹事 1 年間よろしくお願い致します。

拓会員

§酒澤伸二会員

本日から新年度がより良い 1 年となりますように。スマイルします。

§笠原正人会員

中野年度、大変な時期ですが、1 年間頑張ってください。

§村上芳弘会員

中野年度、皆さんで協力しましょう。

§若月章男会員

今日から新年度のスタートです。中野会長、長谷川幹事 1 年間よろしくお願い致しま
す。

§仲田俊夫会員

中野年度の船出！頑張ってください。坂本様ご苦労様です。

§鈴木秀明会員

中野会長、1 年間よろしくお願い致します。

§関 享一会員

いよいよ新年度ですね。この時期色々ありますが、皆様とワンチームになって頑張っ
て行きましょう。よろしくお願い致します。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
§塩田

潔会員

中野会長、長谷川幹事 1 年間頑張ってください。よろしくお願い致します。

§田村一夫会員

新役員理事の方々、今年もよろしく。コロナで厳しい時期ですが、頑張ってください。

§坂本昭一会員

中野会長、長谷川幹事 1 年間頑張ってください。よろしくお願い致します。

§荒井健次会員

中野会長、長谷川幹事よろしくお願い致します。

§高久和男会員

中野年度スタートを祝して。

§田中正夫会員

中野年度のスタートを祝して。

§岩本一男会員

中野丸の出船です。頑張って楽しいロータリー活動を致しましょう。

§磯貝

中野会長、長谷川幹事 1 年間頑張りましょう。

太会員

§川又俊二会員

中野会長、長谷川幹事よろしくお願い致します。増強頑張ります。

§黒崎丈博会員

本日より、中野年度始まりました。皆様よろしくお願い致します。

§仁平尚輝会員

中野会長、長谷川幹事 1 年間よろしくお願い致します。

§嘉屋次郎会員

新年度のスタートをお祝い申し上げます

§小保方明美会員

中野会長、長谷川幹事今年度よろしくお願い致します。

§齋藤芳哲会員

中野会長、改めましてよろしくお願い致します。

§横尾憲一会員

中野会長、1 年間よろしくお願い致します。

§猪瀬龍之介会員

中野新会長、頑張りましょう。

§佐々木隆会員

ご無沙汰しております。本日誕生日なのでスマイルします。

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

27 名

金額 42,000 円

会長所信表明
2020-2021 年度

中野 智之 会長

会長方針
RI 会長ホルガ―クラーク氏は 2020-2021 年度のテーマを
｢ロータリーは機会の扉を開く｣と発表されました。
ホルガークラーク氏は、私たちのあらゆる活動がどこかで
誰かのために機会の扉を開いていると、述べています。
2020 年初頭から、世界中に猛威をふるう新型コロナウィルスの影響を受け、私たちロータリアンの活
動も制限されています。今こそ私たち宇都宮南ロータリークラブの会員が知恵を出し合い世界の人々、
地域の人々のためになる機会の扉を開くときです。
森本ガバナーのテーマである「魅力ある元気なクラブにしましょう」とはロータリアン候補の方々が、
ロータリークラブに入りたくなるようなクラブを作ることと、同義だと考えます。ひとりひとりのロー
タリアンが、今以上に自信を持ってロータリアンに相応しい人々を、ロータリーに誘うことができる。
ロータリークラブの素晴らしさを、声を大にして言える。そのような魅力あるクラブになるように、取
り組んで参ります。会員の皆さまのご理解と、ご協力をよろしくお願いいたします。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
目標
『入会したいクラブ 出席したい例会 参加したい活動』
計画
1.デジタル化
MYROTARY 登録の促進。クラブセントラルの登録。RI ロータリー賞への挑戦。
リモート例会、メール配信、SNS の活用促進
2.人材育成
RLI 参加促進

・ RYLA 参加促進。

インターアクターとロータリアンの共同活動の機会を増やす。
米山奨学生との交流の機会を増やす
3.新型コロナウィルス感染症の影響を受けている方への支援
子供たちへの支援 ・
4.ロータリー財団寄付
ポリオプラス

医療従事者への支援

１人あたり 150 ドル

1 人あたり 30 ドル

5.米山記念奨学会寄付

出席報告

1 人あたり 19,000 円

小保方 明美 委員

例会予定

会員数

54 名

前々回

6 月 17 日

出席数

31 名

訂正率

61.70％

欠席数

23 名

出席率

65.96％

第 1856 回
7 月 8 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

プログラム
日付
第 1857 回
7 月 15 日(土)

時間

12：30～13：30

プログラム
クラブアッセンブリー
本年度委員会事業計画発表
奉仕プロジェクト・ロータリー

例会場

ホテルニューイタヤ

基金・SAA・会計

第 1858 回
7 月 22 日(水)
第 1859 回
7 月 29 日(水)

12：30～13：30

会員卓話
WEB 会議の利用方法
酒澤伸二会員

ホテルニューイタヤ

12：30～13：30

会員増強月間
川又俊二委員長

ホテルニューイタヤ

