
 

 

2012-2013年度 第 6 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 

会長：荒井健次 幹事：小林裕 会報委員長：田中正夫 

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） 

TEL：028‐635‐5511(ホテルニューイタヤ) 

 

 

 通算 第 1494号         

 2012年 8月 8日     会員数 43名 出席 30名 

 

 

    司  会     関口 隆 Ｓ.Ａ.Ａ 

    §ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介 

    §朴 美玉 さん(米山奨学生) 

 

    会長挨拶     荒井健次 会長 

 

     皆さんこんにちは。 

     先週は半貫パスト会長の 30年皆出席地区表彰に不手際があり、大変申し訳御座いませんでした。心か

らお詫び申し上げます。改めまして 30年皆出席地区表彰おめでとうございます。 

     いよいよ全国高校野球大会が今日開催されます。県代表で作新学院球児の皆さんが出場しています。

是非頑張って戴きたいと思います。 

     次年度、当クラブよりガバナー補佐の選出について指名委員会を開催し、全員一致で村上芳弘会員が

指名されましたので、米光パスト会長と共にお伺いしご承諾戴きました。 

     先週、各委員会 委員長及びリーダーの方々に事業計画を発表して戴きましたが、早々に各委員会を開

催して戴きたいと思います。各委員会の「計画・決定・結果」を記録保管し、活動内容をリーダーもし

くは委員長より理事会に中間報告をお願い致します。又、9月 19日(水)のガバナー補佐訪問時は、各委

員長の方々の発表がございますので、よろしくお願い致します。 

     8 月は会員増強拡大月間です。入会候補の方に、事前に十分なロータリーの内容説明をする事で、入

会後は会員として積極的に活動できる可能性が高くなると思います。是非、新しい風を入れ長期計画を

立てて行きたいと思います。 

 

    理事会報告 

     

§プログラム委員会 9・10月例会予定変更の件   §会計 年間予算修正の件 

    §親睦家族委員会 移動例会の件          §小委員会の件 

    §会場監督ＳＡＡ 例会食事数の件         §米山記念奨学会 奨学生アンケートの件 
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    幹事報告    小林 裕 幹事 

 

§ロータリー財団「未来夢ニュース」8月号が届いております。（回覧） 

   §クラブ現況報告書を作成する期限が迫って来ました。前年度・本年度の委員長で事業報告・事業計画の

提出をされていない方は早急に提出願います。 

   §米山奨学生カウンセラー研修会議が 9月 9日(日)に開催されます。（鈴木秀明委員長 出席願い） 

   §2012年 1月～6月の例会プログラム提出のお願いがありました。 

   §8月 15日(水)の例会は特別休会です。 

   §青少年の自立を支える会より、寄付のお礼状が届いております。(回覧) 

    

    皆出席表彰    若林博純 出席委員長 

    

     笠原 正人 会員  

2010年 6月より 2ヵ年 

 

 

 

 

 

    米山記念奨学会 委員会    

 

    米山奨学生 朴 美玉 さんに奨学金の支給がございました。 

 

    野球部報告    青木克浩マネージャー 

 

   §今週のリーグ戦は、宇都宮 90RCに 14対 1で大敗してしまいました。20日(月)リーグ戦最終となる宇都

宮西 RCとの試合があります。お時間のある方は応援に来て下さい。 

    近日、野球部決起大会を予定しております。決定し次第ご連絡を致します。試合後ミーティングを兼ね

て慰労会を致しますので、参加希望の方はお申し出下さい。 

 

    スマイルボックス委員会   関 享一 副委員長 

 

   §荒 井 健 次 会長 残暑お見舞い申し上げます。 

   §小 林  裕 幹事 毎日良いお天気ですね！ボクの心も晴れるかな？ 

   §若 月 章 男 会員 ロンドンオリンピックは熱い戦いが繰り広げられています。残りもあとわずか、ガン

バレ！日本！ 

   §青 木 克 浩 会員 今年は母の初盆で、我が家は準備に追われています。亡き母を忍び、静かに掌を合わ

せたいと思います。 

§岩 本 一 男 会員 暑い夏が続きます。健康には十分注意して下さい。お盆が過ぎればクリスマス、お正

月が待っています。頑張って夏を乗り切りましょう。 
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§磯 貝  太 会員 新人の磯貝です。よろしくお願いします。初スマイルさせていただきます。皆様のご

指導、よろしくお願いします。 

   §大 野 俊 男会員 杉本さん入会おめでとうございます。楽しいロータリーライフを送れる様に、皆様よ

ろしくお願い致します！！ 

   §荻 原 英 美会員 先月 7月末、次男の嫁が 2人目の男の子を生み、孫 5人になりました。忙しいジイジ

イぶりを発揮します。 

   §鈴木秀明 会員 ついにスマホを買いました。7 月発売の最新式です。フェイスブックも始めましたが、

やりかたは解りません。 

   §若 林 博 純会員 残暑お見舞い申し上げます。 

   §関  享 一会員 8月 1日、2日に青森県八戸市で行われた八戸三社大祭に行ってきました。絢爛豪華な

山車は素晴らしい、機会が有りましたら是非一度足を運んでは！！ 

   

    

   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 10,000円 

 

    会員卓話 

 

 

       米光 啓彌 会員 

 

      「30年のあゆみ」 

 

 

〇クラブ成立前の行事 

     S 56年 10月～S 57～1月 仮クラブ例会―定款及び細則の勉強会 

〇クラブの特記すべき事業の主なもの（現況報告書より） 

     S57年 1月～S62年 6月 61年 6月「平和への手紙」コンテストへ参加 

                 RI「ポリオ撲滅のための募金」参加 

     S62年 7月～H  4年 6月 62年 5月 社会福祉法人「普恵園」の園児たちと第 1回野球大会を開催。 

      H4年 7月～H 9年 6月 7年 5月当クラブをスポンサーとした「宇都宮陽南ロータ              

リークラブ」がＲＩより加盟認証される。 

      H14年 7月～H19年 6月 18年 6月 NPO法人「スペシャルオリンピクス日本・栃木地区」認証伝達式

参加 

                 18年 6月 NPO法人「ホーチミン児童福祉財団」に奨学金寄付 

     H19年 7月～H24年 6月 22年 6月 「スペシャルオリンピクス栃木大会」に参加 

                 24月 6月  同上 

                 東北大震災に関し亘理ロータリークラブを通じ義捐金寄付及び T シャツ製

作費支援 

〇30年のクラブ参加によって分かったことなど 

     ロータリークラブは、職業倫理を重んずる実業人及び専門職業人が、より良い社会の実現を共通の理

念として、必要な奉仕を実施する奉仕団体。単なる親睦団体ではない。 
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   ロータリーの標語（モットー） 

     超我の奉仕（Service  Above  Self）－自利と利他との葛藤の調和 

     最も良く奉仕する者最も多く報われる（One Profits Most Who Serves Best） 

   寄付は奉仕の実施方法として適切か 

     喜捨（村上 PG）－決して余り物の施しではない。喜んで（進んで）拠出すること。 

クラブ奉仕の意味      

     クラブの機能を充実させるため・・・・・会員の行動に関するもの 

     親睦との関係―個々の利害を超えた真の友情を構築し、奉仕に関して忌憚のない 

     意見交換をすることにより、有効な奉仕プログラムに企画実施を担保する意味。 

     そのために、テーブルミーティング・炉辺会合などの行事が予定されている。 

     ロータリークラブの運営が親睦だけに偏ったものであってはならない。 

   ロータリー観の多様化は可能か 

     不易流行という言葉があるように、ロータリークラブがあくまで奉仕団体である事 

     を基本的に逸脱しない限り、各人がそれぞれの得意分野あるいは特別に関心のある分野を中心に、ロ

ータリークラブとは何か、どうあるべきかなどについて、それぞれがロータリー観を持つのは、差支

えない。 

仕方なくではなく、自らの意思で 

現ガバナーの鈴木さんが言っているように、会長が言っているからとか委員長だか   

らとか仕方なくやるのと、そうではなくて自分の仕事をやる時と同じように、自らの意思で積極的に

参加するのでは、その成果も大きく変わりますし、せっかく時間と費用をかけたロータリーライフを

楽しむ意味でも、その効果は大いに違ってきます。たかがロータリー、されどロータリー 
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出席報告  中野智之 委員 

会員数 43名  前々回 7月 25日 

出席数 30名   訂正率 83.33％ 

欠席数 13名     

出席率 76.92％   

 

   8月 15日(水) 特別休会 

次々回例会（22日振替休会） 

  8月 25日(土) 移動例会 納涼家族会  

隅田川 屋形船 


