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2020-2021 年度 第 1867 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） 

 

 

 

 

 

    司 会               黒崎 丈博 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  

 

● 国際ロータリー第 2550地区 ガバナー 森本敬三様 

● 第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐 湯澤敦史様 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

本日はガバナー公式訪問です。森本ガバナー、湯澤ガバナー補佐、ようこそ宇都宮南ロータリークラ

ブ例会にお越し下さいました。例年で有れば、随行の会員の方とお見えになるところですが、コロナウ

ィルス感染症対策の為、ご自身でお車を運転され、11時過ぎに到着されました。1時間ほど、ロータリ

ーのお話を中心にご指導いただきました。ありがとうございます。 

コロナウィルス感染症対策の為、例年とは異なり、ガバナーアドレスは必須のプログラムでは有りま

せんでしたが、是非南ロータリークラブの会員の皆さんにも、ガバナーのお話を聞いていただきたいと

思い、ガバナーアドレスをお願いしました。本日はよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 第 5 例会          

2020 年 9 月 30 日(水)      会員数 54名 出席 35 名 
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 幹事報告                長谷川博夫 幹事 

 

§ 米山梅吉記念館より、賛助会員募集のご案内が届いております。(回覧) 

 

    スマイルボックス委員会報告      坂本 昭一 スマイル委員長 

 

§国際ロータリー第 2550地区 ガバナー森本敬三様より御心づけをいただきました。 

§第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐 湯澤敦史様より、スマイルをいただきました。 

§中野智之会長  本日は、森本ガバナー、公式訪問よろしくお願い致します。歓迎致します。 

§笠原正人会員  ガバナー公式訪問、楽しみにしていました。今日は会社から歩いて来ました。総歩数

570歩少々疲れました。帰りも大変です。 

§村上芳弘会員  森本ガバナー、心より歓迎申し上げます。 

以下同様文につき会員名のみ 

§仲田俊夫会員・田中正夫会員・塩田 潔会員・鈴木秀明会員・仲田俊夫会員・関 享一会員 

酒澤伸二会員・黒崎丈博会員・嘉屋次郎会員 

 

§若月章男会員  28 日の妻の誕生日にきれいな花を届けていただきました。大変ありがとうございま

した。 

§田村一夫会員  秋晴れの良い日にガバナーご苦労様です。すがすがしい日々なのに明日からタバコが

値上がり!!もう禁煙するしかないのかな？ 

§小保方明美会員 明日は中秋の名月、十五夜様です。美しいお月様に会えるといいですね。そして、早

くコロナが終息しますように祈りたいです。今日は森本ガバナー様、よろしくお願い

致します。 

§臺 容之会員  明日 10月からは、GOTOも東京が解除となります。少しでも経済が上向けばと思いま

す。 

§荻原英美会員  いよいよ年末調整の季節が近付いてきました。次の事項が改正になりました。 

1. 基礎控除 38万→48万になります。給与所得控除が 10万少なくなり、1,000万超

えの人の控除は 195万で終わりです。 

2. 「ひとり親控除」35万控除が新設になりました。 

3. 今年はマイナポータルが設けられ、サラリーマンの保険控除がシンプルに情報が

取れるようになり、手間が軽減されます。 

§坂本昭一会員  本日はガバナー公式訪問です。歓迎致します。今日もスマイルありがとうございます。 

 

   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   19 名 金額  33,000円  

  

 ガバナーアドレス 

 

   国際ロータリー第 2550 地区 

   ガバナー 森本敬三 様 
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    今年度 RI会長テーマ「機会の扉を開く」です。 

国際ロータリー115 年となり、日本では 100 周年となりました。その間、先輩ロータリアンの弛まない

努力による活動により、ロータリー理念を私たちに引き継いでくださいました。1940年 9月日本のロータ

リーが RI を脱退、第 2 次世界大戦突入となりました。1945年終結後、名称を変えて各地で例会を続け、

1949年 RIに復帰しました。 

    ロータリーは時代の流れと共に、行動目的を変化させてきました。2012年に「ロータリーの綱領」がロ

ータリーの目的」に日本語訳を改定し、その後、「中核的価値観」として今日の世界は、1905 年の世界と

同じではありません。人口動態が変わり、変化の スピードが加速し、テクノロジーによってつながりや奉

仕の新たな機会が生み出されています。不変なのは、ロータリーを定義づける下記の価値観に対するニー

ズです。 

親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ、過去を敬い、未来を見据えながら、私たちは進化を遂

げ、ロータリーを時代に即した組織とするだけでなく、繁栄させることができます。 

 

RIは 2019年に「ビジョン声明」が発表されました。 

「 私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、 そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を 生むた

めに、人びとが手を取り合って行動する 世界を目指しています。」 

ポリオ撲滅まであと一歩のところまできたロータリーは、次なる課題に取り組む心構えができています。 

より多くの仲間を迎え入れ、より大きなインパクトをもたらし、世界に変化を生み出すための新たなビジ

ョンの実現に向けて、行動を起こす時が来ています。国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成

するため、今後 5年間の活動を方向づける 4つの優先事項が定められました。 

ロータリーの戦略的優先事項と目的とは 

より大きなインパクトをもたらす 

• ポリオを撲滅し、残された資産を活用する  

• ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供する体験に焦点を当てる 

• 活動成果を挙げ、それを測る 

能力を高める参加者の基盤を広げる 

• 会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する 

• ロータリーへの新しい経路を創り出す 

• ロータリーの開放性とアピール力を高める 

• 活動成果とブランドに対する認知を築く 

参加者の積極的なかかわりを促す 

• クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援する 

• 価値を提供するため、参加者中心のアプローチを開発する 

• 個人的／職業的なつながりを築くための新たな機会を提供する 

• リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を提供する適応力を高める 

• 研究と革新、および進んでリスクを負うことへの意思を奨励する文化を築く 

• ガバナンス、構造、プロセスを合理化する 

• 意思決定における多様な考え方を育むために、ガバナンスを見直す 

    ロータリーテーマロゴの 3つの扉の意味は、青い扉がロータリー、赤い扉がローターアクト、真ん中の

黄色は実は金色でロータリーバッジの色をさしています。「ロータリーは機会の扉を開く」「私たちのあら
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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」とし、ローターアクトに対し、RI会長は次

のように述べています。 

「今の若者は、奉仕を楽しみ、活動的でありたいと望んでいます。この傾向をローターアクトに見るこ

とができます。ローターアクターは今や、私たちと同じく、国際ロータリーの一部です。作為的な年齢制

限は廃止されました。自分たちに一番合うロータリーの体験はどのようなものかを、ローターアクター自

らに決めてもらおうではありませんか。ローターアクターと一緒に活動したことのある方なら、この若者

たちが聡明で、活発で、行動力のある人たちであることを知っているはずです。ローターアクターは、テ

ンポが速く、より活動的で、せっかちです。この「せっかち」は、長所です。今すぐに結果を出したいか

ら、物事を早く成し遂げるのに必要な仕事に取り組もうとします。このせっかちさと粘り強さが、成果を

生みます。ですから、課題に立ち向かい、ローターアクターや若い職業人にロータリーの扉を開こうでは

ありませんか。」 

    当地区は 4つのローターアクトクラブがあります。この 7月より、ロータリークラブと同じ立ち位置と

なりました。従って、ロータリー財団の補助金を活用して奉仕活動ができることとなりました。これから

益々、多くの方に開かれて行きます。 

    今日私がお話したことは、マイロータリーに掲載されておりますので、是非皆様登録をされ、多くの情

報を得てください。皆様のご尽力をいただき、クラブの魅力を増し新しい会員増強へと繋がりますよう、

ご協力をお願い致します。今年度、コロナ禍ではありますが、より良き取り組みができますようご祈念申

し上げます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1869 回 

10 月 14 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

ヨガ講師 佐藤ちえ様 
ホテルニューイタヤ 

第 1870 回 

10 月 21 日(水) 
12：30～13：30 

米山月間 

地区米山記念奨学会委員会 

長 正英 委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1871 回 

10 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

地区大会報告 

中野智之会長 
ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    小保方 明美 委員 

 

 会員数   54名  前々回 9月 16日 

出席数   35名   訂正率  

欠席数    19名      65.38％ 

出席率  71.43％ 

 

例会予定 

 

第 1868 回  10 月 7 日(水) 

夜間例会 

理事会報告・お月見例会 


