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    司 会      角田 充由 S.A.A 

    

● ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    ビジター紹介   山本 幹夫 親睦・家族委員長 

 

   §飯村愼一 様 (宇都宮 90RC) 

   §和知孝道 様 (宇都宮さつき RC会長) 

   §三森富雄 様（宇都宮さつき RC幹事） 

   

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

皆さんこんにちは。 

     宇都宮 90RC の飯村愼一様、さつき RC の和知孝道様、三森富雄様ようこそいらっしゃいまし

た。十分におくつろぎ下さい。 

     木々の紅葉も山から里へと降りて来る季節がやって参りました。最近では目にしなくなりま

したトンボの飛び交う光景に、しばらく心を奪われて立ち止まり眺めておりました。「夕焼け小

焼けの赤とんぼ 負われて見たのはいつの日か」このトンボの命はいつまでなのか、心寂しい秋

の訪れと、遠い日の音楽の授業が蘇り懐かしい思い出をかみしめる、秋の休日を過ごしました。 

     先日は、佐貫直通ガバナー補佐の訪問では、皆様色々とご苦労様でした。来る長嶋一郎ガバ

ナー公式訪問に備えて行きたいと思っておりますので、皆様よろしくお願い致します。 

     本日は、ロータリー財団の卓話として、第 2550 地区 地区委員の齋藤一郎様をお招きしてお

ります。齋藤様、よろしくお願い致します。 

 

    ご挨拶 

 

   さつきロータリークラブ会長 和知孝道様より、チャーターナイトのお礼のご挨拶がございました。 

  

10 月 第 4 例会 

2014年 10月 22日(水)    会員数 47名 出席 30名 
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    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §次週 29日(水)の例会は、長嶋一郎ガバナー公式訪問です。例会終了後、炉辺会議を行いますの

で、皆様のご出席をよろしくお願い致します。 

   §「初期ロータリーを鑑みて」の冊子購読希望がございましたら幹事までお申し出下さい。 

   §2015 年 2 月 4 日(水)RI 会長ご夫妻をお迎えして、「ジャパンロータリーデー・イン・東京」が

開催されます。ご案内を皆様に回覧致します。 

 

    スマイル BOX 委員会報告  青木 克浩 委員長 

 

   §飯村愼一様(第 2550地区パストガバナー・宇都宮 90RC) 

    和知孝道様(宇都宮さつき RC会長) 三森富雄様(宇都宮さつき RC幹事) 

           チャーターナイトには、村上様はじめ 21名と大勢の方にご参加戴き、また、サ

プライズのエールで盛り上げて戴き、厚く御礼申し上げます。今後ともよろし

くお願い致します。 

   §藤井康夫副会長 日曜日の野球大会ご苦労様でした。強い南クラブを見せて戴きました。これ

からも頑張って下さい。 

   §中野智之幹事 月曜日に高知市で社交飲食組合の全国大会がありました。全国から 1,000 人以

上が集まる大きな大会です。栃木県代表の一人として参加して来ました。 

   §田村一夫会員 皆様、ご承知のように、今月は米山月間です。大勢の方にご協力戴いておりま

すが、あと一息です。まだ準米山になっていない方は、クラブ目標「全員が準

米山功労者」を目標にご協力下さい。よろしくお願い致します。 

   §喜内敏夫会員 本日は地区ロータリー財団補助金 小委員会 委員長の齋藤一郎様に卓話をお願

い致しました。よろしくお願い致します。 

           なお、私も人並みに病気になり、28 日に手術となりました。その後、一週間で

退院して来ます。 

           また、スペシャルオリンピックスの全国大会への募金活動へのご支援ありがと

うございます。 

   §笠原正人会員 昨年の第 2550地区野球大会では、陽北クラブの長ピッチャーに凡フライを打た

され悔しい思いをしました。先日の 5クラブ野球大会では、長ピッチャーから 3

打数 2安打してリベンジが出来ました。思いが果たせました。 

   §菅野孝祠会員 先日の野球大会の試合では、応援に来て戴いた会員の皆様、ありがとうござい

ました。また、本日の卓話、齋藤様よろしくお願い致します。 

   §嶋田辰男会員 10月 19日屋板グランドで、市内 5クラブの野球大会の試合がありました。応援

に来て戴いた方、ありがとうございます。試合はベテランの活躍で、1試合目陽

北クラブに大勝。2試合目西クラブに 6対 0でリードされている時に菅野さんの

満塁からの 3 塁打。最終回に同点に追いついて引き分けで終わりました。お疲

れ様でした。 

   §酒澤伸二会員 先日の野球大会では、楽しく親睦を深める事が出来ました。皆様ありがとうご

ざいました。 
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   §黒崎丈博会員 先日の市内 5クラブ野球大会でホームランを打ちました。頑張りました。また、

応援に来て下さった皆様、ありがとうございました。 

   §田中正夫会員 税理士登録後、満 27年となります。 

   §若林博純会員 秋の収穫も一段落しました。また例会に復帰致します。 

   §青木克浩委員長 先日の日曜日に市内親睦野球大会が終わり、今年度の全試合を土つかずで終

了致しましたのでスマイル致します。 

                   

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 23,000 円 

  スペシャルオリンピックス                今週の金額   480 円 

亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額   993 円 

甲子園支援金                      今週の金額  1,796 円 

 

    インターアクトクラブ委員会報告  磯貝 太 副委員長 

 

   §10月 22日(水)宇都宮南高等学校に於いて、14:00より第 2回インターアクト合同会議が開催さ 

れます。会長幹事その他関係者はご出席をお願い致します。また、16:00より同校会議室に於い 

て合同会議がございますので、ご出席をお願い致します。 

 

   §10月 26日(日)総合運動公園に於いて 9:30～12:00第 2回南風インターアクトクラブ清掃奉仕活

動を開催致します。現在、参加報告が 13名子供 5名となっております。多くの皆様のご参加を

よろしくお願い致します。 

   §昨日、下野新聞に南風インターアクトクラブの活動報告が掲載されました。 

 

    ロータリー財団月間 卓話 

 

   第 2550 地区 地区補助金小委員会 

 

 

 委員長 齋藤一郎 様 

 

 

1． 地区補助金の該当分野・特色 

・ロータリー財団の使命に関連し、ロータリアンが積極的に参加する。 

・地元と海外に於いて、プレジデント・奨学金・職業研修チームを支援するもので、比較的短期で 

小規模なプロジェクト。 

・制約事項あり 

2． 当地区の基準 

・「クラブの参加資格認定：覚書」(MOU)を提出する。 

・3年前の年次基金の1人当たりの平均寄付額が原則として100ドル以上(ゼロクラブは資格なし) 

・プロジェクト全体の金額が1,000ドル以上の20％の現金拠出。補助金の限度額は3,000ドルを上限
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とする。 

3． 申請から報告書提出までのタイムスケジュール 

・2月中旬「地区補助金管理セミナー」に参加する。 

・3月1日～4月25日地区補助金申請書受付 

・5月地区補助金小委員会で申請書を審査し、一括した申請書を作成 

・6月地区補助金申請書をロータリー財団に提出 

・7月ロータリー財団の承認・振込 

・8月「地区補助金説明会」に参加・クラブの受取口座を開設する 

・8～9月地区よりクラブへ補助金を支給 

・プロジェクトの実施 

・終了後、クラブより地区へ終了報告を提出する 

・地区よりロータリー財団へ一括して終了報告書を提出する 

4． 2014～2015年度、当地区の支給一覧(配布資料) 
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    プログラム 

 

 

月  日 時  間 内  容 

10 月 22 日(水) 12：30～13：30 
ロータリー財団 卓話 

地区委員 斎藤一郎 様 

10 月 29 日(水) 12：30～13：30 

ガバナー公式訪問 

RI 第 250 地区  

ガバナー 長嶋一郎 様 

 

 

月  日 時  間 内  容 

11 月 5 日(水) 18：30～20：30 夜間例会 

11 月 12 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話 

栃木県警本部 刑事部長 阿部 暢夫 様 

「地方をめぐる問題と現状」 

11 月 19 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話 

那須山岳救助隊 隊長 大高 登 様 

「皇太子様を那須のお山にご案内して」 

11 月 26 日(水) 12：30～13：30 

クラブフォーラム 

会員増強について  

委員会ミーティング 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員長 

 

会員数  47 名  前々回 10 月 8 日 

出席数  30 名  訂正率 78.57％ 

欠席数  17 名     

出席率  73.17％  

次回例会 

   

 10 月 29 日(水) ガバナー公式訪問  

     RI2550 地区 

     長嶋一郎ガバナー 


