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 2013-2014 年度  第 1584 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      磯貝 太 S.A.A 

   

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様こんにちは。 

     今年度、最終月に入って来ました。本日は村上ガバナー補佐の卓話で、次週からは各委員会

報告となります。この一年色々な事がありました。一番嬉しかったことは新入会員がたくさん

入会して下さった事です。これも若月会員増強委員長のお蔭だと思っております。 

     本日の村上ガバナー補佐の卓話では、皆様からの質問にもお答えいただけるかと思いますの

で、よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

   § 6月 10日(火)新入会員のためのオリエンテーションを開催致します。新入会員の方をはじめ、

関係者の方はご出席をよろしくお願い致します。 

    

 

    皆出席表彰 

    

     村上 芳弘 会員 

    1986年 5月より 29ヵ年 

 

    若月 章男 会員 

    2008年 5月より 6ヵ年 

 

 

6月 第 1例会 

2014年 6月 4日(水)    会員数 48名 出席 31名 

TEL:028-635-5511
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    6月のお祝い事 

    

§会員誕生 関 享一会員・磯貝 太会員 

§入会記念 藤島 拓会員・菊池 功会員・嶋田辰雄会員 

§婦人誕生 小塚照夫会員・塩田 潔会員・嶋田辰雄会員・酒澤伸二会員 

§結婚記念 鈴木秀明会員・関享 一会員・田口久雄会員・磯貝 太会員 

§創立記念 荒井健次会員 北都電工(株)・藤井康夫会員(株)藤井鋼業 

岩本一男会員 岩本歯科医院・水原清会員(株)建築工房 源 

    

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 副委員長 

 

   §仲田俊夫会長 村上ガバナー補佐の卓話はどのような話になるか楽しみにしております。 

   §村上芳弘ガバナー補佐 今日の私の卓話、我慢して聞いて下さい。よろしくお願いします。 

   §田口久雄幹事 仲田年度も残すところ 1 ヶ月となりました。一昨日はパスト会長会、本日夕方

より第 3グループＡＢ会長幹事会、残りの行事が数えるほどになって来ました。

もうひと頑張りです。 

   §塩田 潔会員 今日は、村上先輩の卓話を楽しみに、その事のみに来ました。 

   §喜内敏夫会員 レターボックスに 6月 22日(日)第 5回スペシャルオリンピックス栃木地区大会

のボランティア(メダル授与)のお願いを入れました。ご協力をお願いします。 

§田島久夫会員 村上ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。本日の卓話、楽しみにしています。 

§田中正夫会員 日曜日の野球の練習は、密度が濃くて良かったです。やり過ぎて足の親指を痛

めてしまいました。 

   §山本敬三会員 村上さん、1年間お疲れ様でした。 

   §菅野孝祠会員 本日の村上ガバナー補佐の卓話、宜しくお願い致します。 

   §藤島 拓会員 村上ガバナー補佐、1 年間お疲れ様でした。野球練習もありがとうございます。

甲子園頑張りましょう！！ 

   §中野智之会員 村上ガバナー補佐の卓話を楽しみにしております。 

   §青木克浩会員 本日、野球部の新しいユニホームを注文して来ました。全国大会に向け、着々

と邁進しています事を報告致します。 

   §酒澤伸二会員 本日は、村上ガバナー補佐の卓話を楽しみにしております。 

   §嶋田辰雄会員 昨日は妻の誕生日でした。菅野さんに花を届けて戴きました。ありがとうござ

います。 

   §若林博純委員長 村上ガバナー補佐、1年間ご苦労様でした。今度は是非、南ロータリークラブ

を代表して補佐じゃないものをお願いします。 

 

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  15,000円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額   1,115円 

甲子園募金                      今週の金額   3,561円 
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    会員卓話 

 

    第 2550地区 第 3グループＢ 

   

村上 芳弘 ガバナー補佐 

 

「一年を振り返って」 

 

間もなくガバナー補佐としての役割は終了致します。 

平成 12年 12月頃から、ガバナー補佐としてスタートしました。昨年の宇都宮東、陽東、陽南、

各ロータリークラブへのガバナー補佐としての訪問の際には、たくさんの方が同行して戴いた事

に感謝申し上げます。 

 

私がガバナー補佐として各クラブへの訪問、会議、ボランティア、そして記念行事に出席した

トータル回数は 80回以上で、宇都宮南ロータリークラブへの出席をプラスすると 130回になりま

す。それだけではなく、卓話や人の前で話す事を考える時間を入れると大変な時間と日数になり

ました。 

私の最初の仕事は、ロータリー財団の新地区補助金・グローバル補助金の事でした。ロータリ

ーの夢計画を実現するために、我が宇都宮南ロータリークラブも次年度は是非活用して下さい。 

二つ目は、昨年 5月頃、優秀交換留学生と一年交換留学生の受け入れでバタバタしました。3年

前の東日本大震災で中断しましたが、突然受け入れが決定致しました。佐々木会員も大変だった

と思いますし、私も市内 9クラブの会長にはただひたすら頭を下げるばかりでした。宇都宮南ロ

ータリークラブでのホームステイをして戴きました佐々木会員、嶋田会員に心から感謝申し上げ

ます。 

三つ目は、インターアクトクラブの設立だと思います。関委員長を中心に、スピーディーにこ

こまで良くまとまった力は、高く評価される事でしょう。また、委員会メンバーの素晴らしい活

躍ぶりは、只々感心するばかりです。これからも継続して行くために、大変ですが我々会員が参

加して高校生が奉仕の理念、そして国際人として成長する助けになればと思います。 

私自身も南高校に行き、改めて自分の高校生の青春時代を思い出します。今も青春真っ只中で

す。笠原会員程ではありませんが。 

四つ目は、飯村ガバナーの方針でもあります、会員増強です。私自身もＰＥＴＳや市内 9クラ

ブの会長幹事会、そしてＩＭを含めて強くお願いして参りました。仲田会長は、全員が会員増強

委員会のメンバーの方針を打ち出しました。お蔭様で宇都宮南ロータリークラブは会員増強目的

を大きく達成する事と思われます。 

昨年の 7月 1日スタートは 43名でしたが、現在 6月 1日の在籍会員数は 48名、純増 5名と素

晴らしい実績が予定されています。仲田会長そして田口幹事をはじめ会員の皆様方、誠におめで

とうございます。次年度は小塚会長が 7月 1日よりスタートします。プレッシャーをかけるつも

りはありませんが、50名の大台に乗せましょう。どうぞよろしくお願い致します。 

会員増強も大切ですが、退会者ゼロも大きな目標の一つです。 

① オリエンテーションをはじめとして、ロータリーを少しでも理解してもらう事。 
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② 出席をする事によって、一人でも多くの会員と知り合い、交流をはかる事。 

③ 先輩会員は、新会員に声掛けをして不安をなくし、和やかな雰囲気にする事。 

④ 新会員だけではなくロータリーの例会への出席率を高め、ロータリーの会員としての権利と

義務を果たす事。 

なぜ会員増強にガバナーが力を入れるかは、ＲＩ2550地区としては喫緊の課題です。 

国際ロータリー（ＲＩ） 

 世  界 日  本 

会 員 数 123万名 88,000名 

ク ラ ブ 数 34,000クラブ 2,288クラブ 

ガ バ ナ ー 数 532名 34名 

 

ＲＩ第 2550地区（栃木県） クラブ数：50クラブ  会員数：1,627名(2013年 7月 1日) 

 

一番多い会員数の時は、約 2,600名以上で約 1,000名減少しました。更に大きく減少すれば、茨

城県との合併問題にもなりかねません。これからも会員増強をよろしくお願い致しますと共に、若

い会員も入会し活気溢れるクラブになり、新会員のエネルギーを発揮して戴きたいと思います。 

 我がクラブの弱点、もしくは欠点は、地区役員が少ない事です。次年度は喜内会員 佐々木会員 関

会員の 3名です。せめて 5名程は出したいと思います。長所もたくさんありますが、地区から見た

場合、ロータリー財団や米山記念奨学会寄付について着実に実績を築きつつあります。 

 第 2550地区は、「新しい風」が吹き始めました。具体的には、ロータリーの拡大に力を入れて来

ました。「豊かな人生」を実現するために不可欠な条件です。ロータリーの平和活動を中心として、

一人でも多くの人達にロータリーを理解していただく事だと思います。なぜなら友愛を理解してい

る人が増えれば増えるほど、平和な社会に近づいて行くと思います。最近の国際情勢の不安と紛争

は、いったい何なのかと思います。 

 第 2550地区の会員増強、新クラブ設立等、飯村ガバナーが拡大に積極的に取り組みました。 

新クラブ紹介 

 宇都宮さつきロータリークラブ 

 会員数：21名  例会場：コンセーレ  例会日：毎週月曜日 

 会長：渡辺和知(渡辺建設 社長)  特別代表：佐藤 節ガバナー補佐(宇都宮陽北 RC) 

 設立総会：6月 16日(月)PM6:30  認証状伝達式：9～10月予定 

 拡大委員会(設立委員会) 

瀬下パストガバナー・飯村ガバナー・地区幹事・川又地区拡大委員長宇都宮 90RC次年度会長・

地区会計長・村上ガバナー補佐 

    

    皆様の努力と熱意により、第 2550地区は会員減少から抜け出す第一歩となります。 

    これからは、各クラブの活性化に力を入れ、新しい会員、仲間が出席しやすい例会にする事、

各種行事に参加し、ロータリーを理解しより良いクラブを創りあげましょう。 

    今年度 RI会長のテーマは「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」でした。次年度の RI

会長のテーマは「Light up Rotary ロータリーに輝きを」です。宇都宮南ロータリークラブに永

遠の輝きがあります事を祈念致します。 
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    プログラム 

 

 

 

月  日 時  間 内   容 

6月 11日(水) 12：30～13：30 
クラブアッセンブリー委員会活動報告 

クラブ奉仕・広報・会員組織各委員会 

6月 18日(水) 12：30～13：30 
クラブアッセンブリー委員会活動報告 

奉仕プロジェクト・ロータリー基金 

6月 25日(水) 18：30～20：30 
仲田年度 最終例会：夜間例会 

親睦・家族委員会 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  48名  前々回 5月 24日 

出席数  31名  訂正率 100％ 

欠席数  17名      清掃活動 

出席率 70.45％  

 

次回例会 

   

6月 11日(水) クラブアッセンブリー 

 委員会活動報告 

クラブ奉仕・広報・会員組織 


