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 2013-2014 年度  第 1555 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：仲田俊夫  幹事：田口久雄  会報委員長：藤島 拓 

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      田島久夫 S.A.A 

   

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ガバナー公式訪問・ビジター紹介   中野智之親睦・家族委員長 

 

   ● 第 2550地区 飯村愼一ガバナー  ● 鈴木義忠様・藤田勝春様(宇都宮 90RC) 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆さんこんにちは。 

     本日は、飯村ガバナーをお迎えしてのガバナー公式訪問です。飯村ガバナーよろしくお願い

致します。ご同行されました鈴木様、藤田様、宇都宮南クラブの家族的な雰囲気を味わって下

さい。 

     先週の土曜日に田中作次前 RI会長のお話を聞きました。それまでは固くロータリーの定款細

則に基づいているものと思っておりましたが、例会数の寛容なお話等を聞き、会員一人一人が

参加できるようなクラブの運営を考えました。 

     次年度役員選出の為に総会の 1 週間前までに立候補される方はお申し出下さい。よろしくお

願い致します。 

     本日は飯村ガバナーの大変ためになるお話を拝聴できますので、ご静聴の程、よろしくお願

い致します。 

 

    皆出席表彰      

 

    関 享一 会員 

 

    2005年 10月より満 8ヵ年   

 

11月 第 1例会 

2013年 11月 6日(水)    会員数 45名 出席 39名 

TEL:028-635-5511
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    幹事報告      田口久雄 幹事 

 

   §11月 9日(土)は IMです。当日のタイムスケジュールは各自に FAXでお知らせ致します。例会で

すので、出欠の通知には欠席とされた方でも、その後都合がつきましたら出席をお願い致しま

す。尚、11月 13日(水)の例会は振替休会となります。 

   §11月のロータリーレート  1ドル＝100円 

 

    11月のお祝い事   中野智之 親睦・家族委員長 

 

§ 入会記念 なし 

   § 会員誕生 藤井康夫会員 

   § 婦人誕生 笠原正人会員・関 享一会員・若林博純会員・小林 裕会員 

藤島 拓会員・杉本供也会員 

   § 結婚記念 田中正夫会員・若林博純会員・小林 裕会員・中野智之会員 

   § 創立記念 金田秀壽会員 (株)ニッカネ ・仲田俊夫会員 仲田総業(株)  

若月章男会員 鈴運メンテック(株) ・関 享一会員 (株)関電気  

 

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 委員 

 

   §飯村愼一ガバナー 

           ガバナー公式訪問では、宇都宮南ＲＣの皆様には大変お世話になりますので、

よろしくお願い致します。 

§村上芳弘ガバナー補佐 

           飯村ガバナーを心からお迎え申し上げます。ガバナー補佐としてアシスト出来

ない事も多々あり、申し訳ございません。 

§仲田俊夫会長 飯村ガバナー今日はよろしくお願い致します。 

§小塚照夫副会長 飯村ガバナー本日は公式訪問ありがとうございました。色々御教授戴きまし

た事は、今後生かして行きたいと思います。 

   §田口久雄幹事 飯村ガバナー、宇都宮南クラブにお越し戴き、ありがとうございました。 

   §鈴木秀明会員 飯村ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

   §若月章男会員 飯村ガバナー、ようこそいらしゃいました。今日はご指導よろしくお願い致し

ます。 

   §荒井健次会員 飯村ガバナー、ご苦労様です。よろしくお願い致します。体には気を付けて下

さい。 

   §坂本昭一会員 飯村ガバナー、ようこそお出で下さいました。本日の例会、よろしくお願い致

します。 

   §平澤照隆会員 本日ガバナー公式訪問、大変ご苦労様です。 

   §中野智之会員 ガバナー公式訪問。ありがとうございます。 

   §塩田 潔会員 4人目の孫が誕生しました。又、男の子です。キャッチボールが出来る日が楽し

みです。来年の甲子園大会に申込みをしましたところ、ＯＫの返事が来ました。
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大会は来年の 6～7月頃のようです。野球部一同頑張りますので、皆様のご協力、

よろしくお願い致します。 

   §田村一夫会員 先日の亘理ＲＣの方が私(田村)が亘理出身とお話されましたが、正確には私の

母の出身地です。勝手に訂正させて頂きます。 

   §小保方信聴会員 御無沙汰しました。8 月 9 月と欠席が続いてあいすみません。11 月よりまた

心を新たにして、努めたいと思います。 

   §藤島 拓会員 飯村ガバナー、本日はよろしくお願い致します。笠原さん野球大会の写真あり

がとうございます。甲子園目指して頑張ります。 

   §小林 裕会員 妻の誕生日が 11月 8日なので時計を買わされました。 

   §田中正夫会員 3日の結婚記念日に塩原に行って来ました。良い紅葉でした。 

   §喜内敏夫会員 ガバナー公式訪問ありがとうございます。よろしくご指導をお願い致します。 

             

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  27,000円 

 

    ロータリー財団・米山記念奨学会 特別寄付    

 

    ロータリー財団 寄付  合計 35,000円   米山記念奨学会 寄付  合計 36,000円 

     

    バナー交換 

 

    バナー交換がございました。 

 

 

 

 

    ガバナー補佐卓話 

 

    第 2550地区  

 

    飯村愼一 ガバナー(宇都宮 90RC)   

 

     皆さん今日は。只今ご紹介いただきました、 

本年度ガバナーを仰せつかっております、飯村愼一でございます。所属は宇都宮90ロータリー

クラブでございます。本日は、鈴木会員と藤田会員と共に参りました。よろしくお願い致しま

す。 

     先ず、RI のテーマということで、先程、バナー交換させて戴きました。ロン D． バートン

から戴いたものを、各 50 クラブにお渡しする事が私の役目でございます。元々は、「 ENGAGE 

ROTARY CHANGE LIVES」この訳が「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」ということで

す。これは、日本事務局に正式に翻訳される方がおり、非常にいい訳だと思っております。

「CHANGE LIVES」人生が変わる。良い方向に変わる。その結果として、豊かな人生が ENGAGE ROTARY 
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することによって生みだされます。それがこの訳です。私は更に「ロータリー情熱を傾け、高

潔性と倫理基準を保ちつつ、ロータリーの土台である中核的価値観を重んじながら、地域社会

の人々や全世界の人々へ教育的・人道的奉仕活動を実践して下さい。（以下省略：現況報告書掲

載）」ロン・バートン RI 会長は多くの方に立派な人生が与えられるロータリアン自身が豊かに

なる。と強調されております。 

     全世界のロータリアンに重要な事は、第 1 にポリオです。皆様の協力により、99％撲滅しま

したが、残りの 1％がどこまで続くのかが懸念されております。ナイジェリア・パキスタン・ア

フガニスタンの 3 か国が残っております。危険度が高く容易に渡航できません。先頃、アフガ

ニスタンが一時休戦し、WHOが子供達に摂取しました。これは正に不可能な子供達に可能な接種

ができた事で、残りの 1％が更に小さくなりました。パキスタンでは WHOの方が殺害される事件

があり、リスボンでの世界大会で WHO 事務局長がお出でになり、更にポリオを撲滅しようと訴

えておられました。 

     第 2 に「未来の夢計画」です。今まで全世界で様々な計画がありましたが、新たに大きな計

画プロジェクトを多くの人に、認識して戴こうと立ち上がりました。新地区補助金やグローバ

ル補助金を活用し、大きな夢に向かう一つの段階であります。1917年にスタートし、2017年に

はロータリー財団が 100周年となる時に計画を実現させて行きたいとの事であります。 

     第 3 に会員増強です。全世界で現在約 120 万人のロータリアンを 130 万人にしようと立ち上

がっております。 

     第 4 に公共イメージの向上です。ロータリーをアピールできるような大きいもの、そして持

続可能性の高いものをプロジェクトし、ロータリアンが居なくなっても効果が持続するような

プロジェクトを組む事です。入会イメージを高めて行く事も図って行かなければならないと私

は思っております。国際協議会に約 1,000名が参加した中で、全員が一丸となって望んで行く。

ロータリーとは不思議な世界だと感じました。リスボンでは数万人が集い、ポリオ撲滅や未来

の夢計画、貧困をなくす等々を同じ思いを持ち進んで行くロータリアンは、しっかりとしたロ

ータリー理念があると思いました。企業理念がしっかりとした企業が、経済不安にも負けずに

残って行きます。ロータリーの理念とは、ロータリーの目的です。ロータリーの使命、それは

奉仕活動をし全世界の人と親睦を通じ、理解と親善と平和を推進する事です。 

     ロータリーのビジョンは、地域社会の生活改善をする為に、活発で行動力のあるクラブを目

指す事です。活発なクラブはダイナミックなクラブを目指し「アクション」行動を示す事を目

指しています。    中核的価値観は、奉仕から始まり、親睦、多様性、高潔性そしてリー

ダーシップの 5 つあります。以上のように 4 つの理念の中に、超我の奉仕があり調和されロー

タリーがここまで歩んできました。108 年目を向えたロータリーですが、毎年変わる RI 会長は

基本理念に基づき宣言します。 

     ポール・ハリスの「ロータリーへの私の道」という著書の中に「人間の違いも国の違いも、

基本的には大差がないのです。何もかもよい人も国もないし、何もかも悪い人も国もありませ

ん。不和は誤解から生まれます。神よ、人の短所や欠点は目に入らないように。長所や良い所

だけが目に入る様にして下さい。」と書かれております。先人の最も代表とするポール・ハリ

スが平和を求めていた事で、ロータリーの求めるところです。 
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    クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  45名  前々回 10月 23日 

出席数  39名   訂正率  87.80％ 

欠席数   6名      

出席率 95.12％   

 

次回例会 

   

 11月 9日(土)  

RI第 2550地区第 3グループ A・B 

インターシティー・ミーティング 

宇都宮東武ホテルグランデに於いて 
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    プログラム 

 

 

月  日 時   間    内      容 

11月 6日(水) 12：30～13：30 
ガバナー公式訪問 

飯村愼一第 250地区ガバナー 

11月 9日(土) 

登 録 15：30 

開 会 16：00 

親睦会 18：10 

第 2550地区 インターシティーミーティング 

東武ホテルグランデ 

11月 13日(水) 振替休会 11月 9日地区 IMの為 

11月 20日(水) 12：30～13：30 ロータリー財団月間に寄せて 

11月 27日(水) 12：30～13：30 
外部卓話：自衛隊地方本部長 

一等陸佐 小林勇様 

 


