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 2016-2017 年度 第 1688 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：安齋誠一  幹事：関口 隆  広報委員会ﾘｰﾀﾞｰ：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） 

 

 

 

 

    

 

§国歌斉唱「君が代」  §ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

 

§国際ロータリー第 2550地区 ガバナー 栃木秀麿 様 (足利わたらせ RC) 

§国際ロータリー第 2550地区 第 3グループ B ガバナー補佐 太城敏之 様 (宇都宮東 RC) 

§国際ロータリー第 2550地区 地区幹事 関根猛史 様（足利わたらせ RC・随行者） 

§国際ロータリー第 2550地区 会 計 長 岡本篤典 様（足利わたらせ RC・随行者） 

 

 

 

  皆さんこんにちは。 

    本日は、栃木秀麿ガバナーご訪問ありがとうございます。そして太城ガバナー補佐、関根地区

幹事、岡本会計長、お越しくださいましてありがとうございます。後程、栃木ガバナーより、ご

指導がございますのでよろしくお願い致します。 

    東京都知事選が先日終了致しましたが、開票結果とほぼ同時に当選確実となり、暗いニュース

が多い中、すっきりした気持ちになりました。そしてオリンピック開幕も近づき、日本の選手の

健闘をお祈り致します。 

    明日から大変暑くなるようですので、皆様お体には十分お気を付け下さい。 

 

【バナー交換】 

 

 

 

 

 

 

 会長挨拶     安齊誠一  会長 

 

 

 

 

 ビジター紹介   黒崎丈博 親睦・家族委員 

 

 

 

 

 司 会      田島久夫 S.A.A 

 

 

 

 

8月 第 1例会        

2016年 8月 3日(水)     会員数 51名 出席 37名 

tel:028-635-5511
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    相馬 大輝 会員 

    (株)向立 執行役員 営業部長 

     

紹介者：平澤照隆会員 

 

 

 

田島 久夫 会員 1995年 7月より 満 21ヵ年 

  藤井 康夫 会員 2014年 7月より 満 2ヵ年 

  酒澤 伸二 会員 2014年 7月より 満 2ヵ年 

  安齊 誠一 会員 2015年 7月より 満 1ヵ年 

  枝野 修一 会員 2015年 7月より 満 1ヵ年 

 

 

 

入会記念 安齊誠一会員・関口 隆会員・磯貝 太会員・酒澤伸二会員 

  会員誕生 平澤照隆会員・塩田 潔会員・田島久夫会員・市原久典会員 

藤島 拓会員・嶋田辰雄会員 

  婦人誕生 村田宏明会員・仲田俊夫会員 

  創立記念 市原久典会員 ソニー生命保険(株)・桑田豊豪会員 東京海上日動火災保険(株) 

  結婚記念 なし 

 

 

  

§例会終了後、記念撮影及びクラブ協議会を開催致します。(入会 5年未満の会員は参加) 

  

 スマイル BOX委員会報告    嶋田辰雄 委員長 

 

§第 2550地区栃木秀麿ガバナーより、寸志をいただきました。 

§第 2550地区太城敏之ガバナー補佐 

§安齊誠一会長 栃木ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

 以下 同内容につき会員名列記 

 坂本昭一副会長・関口 隆幹事・村上芳弘会員・菊池 功会員・若月章男会員・塩田 潔会員 

 仲田俊夫会員・平澤照隆会員・鈴木秀明会員・関 享一会員・田中正夫会員・藤井康夫会員 

 中野智之会員・物井栄三郎会員・黒崎丈博会員 

   幹事報告      関口 隆 幹事 

 

 

 

 

 8月のお祝い事     藤島 拓 親睦・家族委員長 

 

 

 

 

 皆出席表彰 

 

 

 

 

 新入会員入会式 
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§桑田豊豪会員 本日のガバナー公式訪問よろしくお願い致します。また、先日の野球部の練習で

は、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 

§喜内敏夫会員 栃木ガバナーの公式訪問ありがとうございます。8月 11日国民の祝日「山の日」

がスタートします。来年の第 2回全国大会は栃木県で開催される方向のようです。 

§田島久夫会員 皆出席表彰をいただきました。これからも頑張ります。 

§田村一夫会員 御無沙汰しております。出席が悪くて申し訳ありません。 

 

  親睦・家族委員会報告   藤島 拓 委員長 

 

§8月 24日(水)の納涼家族会において、オークションを開催致します。つきましては皆様にお品 

物のご提供をよろしくお願い致します。お品物が無い方はスマイルとして 5,000円申し受けま 

すので、ご協力の程、よろしくお願い致します。尚、17：30より開場し、ドリンクサービスを 

整えておりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

    ガバナーアドレス 

 

国際ロータリー第 2550地区  

栃木秀麿 ガバナー（足利わたらせ RC） 

 

2016年～2017年度 RIテーマとガバナーメッセージ 

「人類に奉仕するロータリー」「元気なクラブ作りと 

誠実な職業奉仕」 第 2550地区ガバナー栃木秀麿(足 

利わたらせ RC) 皆様こんにちは。 私は足利わたらせ 

RCの栃木秀麿です。宜しくお願い致します。 

私は 1977年 6月父親の内科医院に併設して産婦人科医として開業しました。 

ロータリー歴は 1990 年 4 月足利東 RC の子クラブとして誕生させて頂き、チャーターメンバー

でロータリアンの皆様にお世話になり今日に至っており、御指導に厚く感謝申し上げる次第です。  

(中略) 

2016年 1月 17日サンディエゴ国際協議会で、ジョン.F.ジャーム RI会長は、今年度はロータリ

ー財団 100 周年を迎えますので、クラブ、地区で祝賀行事を行ってください。また、ポリオ撲滅

も間近ですので、その準備もお願いしたいと述べました。RI 会長は、ロータリーは時代の変化に

対応しながら前進しております。多様性を強みとするロータリーは今も職業分類を基本としてお

り、高い倫理基準は時代を超えた価値観であり、私も「四つのテスト」を掲げて生活しておりま

す。ロータリーの礎である最大の目的は「人類に奉仕すること」です。この理由から 2016年～ 2017

年度の RIのテーマをシンプルに「人類に奉仕するロータリー」とジョン.F.ジャーム RI会長は発

表しました。私は RI会長のお話しを聞き、クラブの強化と公共イメージの向上に注目し、ガバナ

ーメッセージは「元気なクラブ作りと誠実な職業奉仕」と致しました。職業奉仕の強化をする事

で公共イメージの評価が増すことでロータリーの評判も上がり、誠実な職業奉仕に繋がります。 

人道的奉仕としてロータリー財団基金が補助されるようになりました。そこで私はロータリー

の魅力をもう一度見直す年度としたいと考えました。ロータリーは「親睦」と「奉仕」の 2 本の

柱で支えられております。親睦が失われればクラブは良くなりません。親睦はロータリー活動そ
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のものではなく、ロータリーという植物が根を張り、成長するためには土壌が必要なのです。参

加型の出席で親睦とはロータリー思想が形成され、奉仕の心を作り出すための例会における諸活

動のことです。そのためのロータリアンは例会に出席しなければ親睦は図れません。 

1947 年～48 年度 RI 会長ケンドリック・ガーンジーは「入りて学び、出でて奉仕せよ」と訴え

ました。つまり、例会で会員同士の親睦が深まり、奉仕の心が形成されて、例会後日常生活に戻

り、家庭、職業、地域社会、国際社会において「奉仕の実践」をしていきます。そのため週 1 回

の大切な例会があります。日本のロータリー創立者、米山梅吉先生は、「例会は人生の道場である」

と言っております。重要なことはロータリーで親睦が欠けると、ロータリー活動は成立しなくな

り、そのためには一人一業種制や、平等の精神、そして例会出席は不可欠な要素です。 

・アーサー・F・シェルドンの「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」解説 

・齋藤直美氏「ロータリーの木」職業奉仕倫理解説 

・渋沢栄一氏「起業事業を成功に導く」論語を説く解説 

1915 年「ロータリー倫理訓」第 6 条の「もし疑わしい際には責任義務を超えて一層のサービス

を行なうこと」とあります。昨今、日本でも「製造物責任」「リコール」そして企業の社会的責任

の履行が問題となっております。このことは企業は法令を遵守するだけでなく、社内規定、企業

倫理、そして社会貢献まで遵守できるような環境整備が求められています。経営方法や管理方法

が高度に進化している今日でも 100年前のロータリーの職業倫理が充分に適応しております。 私

達ロータリンは職業倫理を身につけて、それを社会に提唱し実践していく使命を持っております。

ロータリーのバッチはロータリアンの先達が実践し築き上げてきた「信用の証」に対し恥じぬよ

う職業奉仕・社会奉仕に努めていただきたい。この 1 年、例会出席率を上げ、親睦と奉仕の両輪

を順調の回して、元気なクラブ作りを目指し、誠実な職業奉仕を行い、皆様と一緒に人類の奉仕

に邁進していきたいと思います。  
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 クラブ協議会 

 

  各委員会 委員長 活動計画発表 ガバナーよりご指導をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出席報告      枝野修一 出席委員長 

 

会員数 51名   出席数 37名   欠席数 14名  出席率 84.09％  

 

前々回 7月 20日  訂正率 79.92％ 

      

    次回例会 

 

    8月 10日(水) 委員会活動報告計画報告 

           各委員会 委員長 

 


