UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2017-2018 年度 第 1760 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：坂本昭一

幹事：藤島

拓

広報委員会リーダー：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）

2月

第 2 例会

2018 年 2 月 14 日(水)

司

会

会員数 53 名

枝野

修一

出席 28 名

S.A.A

● ロータリーソング「我らの生業」

会長の時間

坂本

昭一 会長

皆さんこんにちは。
先日、仕事で鬼怒川に行って参りました。連日の寒さで道がアイスバーンになっており、宇都宮から
鬼怒川までの間に 5 件もの大きな事故を見ました。大変道路事情が悪くなっております。皆様、十分お
気を付けになって運転してください。日本海方面の大雪が続き、現地の知人は納品ができないといって
おりました。冬期ピョンチャンオリンピックでは日本の選手が続々と入賞し期待が高まります。
本日の卓話は、地区ロータリー財団小委員会委員長喜内敏夫様です。よろしくお願い致します。

幹事報告

藤島

拓 幹事

§2 月 8 日ロータリー情報委員会を開催致しました。
§2 月 17 日(土)地区研修セミナーが開催されます。
参加者：関口会員・嶋田会員・中野会員・鈴木会員・長谷川会員・藤島会員
§宇都宮東 RC がホストにより、宇都宮商業高校にインターアクトクラブが設立となりました。
2 月 18 日(日)認証状伝達式が開催されます。参加者：山本敬三会員・磯貝会員
§2 月 24 日(土)IM のご参加をよろしくお願い致します。
§2 月 28 日(水)の例会は、宇都宮市長例会となります。宇都宮陽南 RC との合同例会となります。皆様の
ご参加をよろしくお願い致します。
§亘理ロータリークラブ創立 50 周年記念式典のご参加をよろしくお願い致します。

2 月のお祝い事

長谷川

博夫 親睦・家族委員長

§入会記念

塩田潔会員・岩本一男会員・柳田晴哉会員

§本人誕生

坂本昭一会員・青木克浩会員・角田充由会員・川又俊治会員・鍋島勝子会員
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§夫人誕生

安齊誠一会員・鍋島勝子会員

§結婚記念

小塚照夫会員・田島久夫会員

§創立記念

塩田潔会員(株)シオダ建築デザイン事務所 ・ 嶋田辰雄会員 (有)シマダ建設
酒澤伸二会員 (株)フリントホイール

スマイルボックス委員会報告

中野

智之 委員長

§坂本昭一会長

本日の卓話、地区ロータリー財団小委員長喜内敏夫様、よろしくお願い致します。

§田中正夫副会長

喜内さん、卓話ありがとうございます。

§藤島

①喜内さん、本日の卓話楽しみにしております。

拓幹事

②関口ロータリー情報委員長様、2 月 8 日の委員会、とても勉強になりました。あり
がとうございました。
§村上芳弘会員

喜内さん、卓話楽しみにして参りました。

§仲田俊夫会員

喜内さん、卓話楽しみにしていました。

§平澤照隆会員

本日の卓話、喜内さんよろしくお願い致します。

§喜内敏夫会員

下野新聞“キズナ”スポーツ大賞にスポーツクライミングの楢崎智亜(ならさきとも
あ)選手がスポーツ賞、弟の楢崎明智(ならさきめいち)選手がスポーツホープ賞にな
りました。今月 2 月 25 日に壬生町でデモンストレーションを楢崎兄弟が行います。
是非見に来てください。

§笠原正人会員

最近、寒さが身にしみます。来る 17 日 18 日山形蔵王にロータリー仲間と行くのが楽
しみです。3 日前に行った友人の報告では、道路の雪が無く快適なドライブになりそ
うです。後は天気次第。

§鈴木秀明会員

今日はバレンタインですね。今年のチョコは少なめです。

§中野智明会員

先週はシンガポールに行って来ました。

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

地区委員卓話
第 2550 地区

ロータリー財団 資金推進小委員会

小委員長 喜内敏夫 様
「地区委員について」
はじめに
地区の事に関心を持つことは大切です。
自分のクラブに関心を持つ、自分にもっとできることがあるのではないか、クラブの委員会に属し
て学び、委員長となると、地区の他のクラブ会員との交流が出てきます。幹事、会長になればなおさ
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らです。
地区委員になるとロータリークラブがなにを目的にしているかを体験し、自分のクラブに新たな情
報をもたらします。またあらたな方策を見出すチャンスとなり、クラブの活性化に寄与します。私は
ガバナー補佐をしてから、地区委員になりましたが、宇都宮東クラブの人がいて話をしたら、「地区
委員にならないと、会長にしない、ルールがある」と聞いて感心したことがあります。
今年度は 10 名が地区委員となっていますが、いままでの宇都宮南クラブは地区委員が少なかった
ように思えます。少し引っ込み思案であったかもしれません。
ロータリーも１９０５年から１００年を超えて１１３年です。
世界が変化しています。
ロータリアンは 1956 年（昭和 31 年）には世界で 40 万人でした、1966 年、76 年、86 年、96 年と 10
年ごとに 20 万人ずつ増え続けてきました。1986 年（昭和 61 年）には 100 万人を突破し、1996 年（平
成 8 年）には 120 万人となりましたが、その後 21 世紀に入り、120 万人を超えたところで横ばいの状
況が続いております。
この会員数の変化に応じて、その時々の国際ロータリーの考え方、国際ロータリーの戦略に変化し
てきています。
世界を 34 ゾーン分割しています。
（日本は第 1 ゾーン，第 2 ゾーン，第 3 ゾーンに区分されていま
すが、理事会は 8 年に一度ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくするために、ゾーンの構成を総合
的に見直すものとすることになっています。
120 万人を 34 ゾーンで分けると、1 ゾーンは 3.5 万人となります。日本は 3 ゾーンとすると 3.5 万
人の 3 倍は 10.6 万人になりますが、実際は約 9 万の会員数です。ですから、日本は 2.5 ゾーンとなり、
第 1 ゾーンを 2 分割して第 1 ゾーン-A 日本、第１ゾーン－B 外国；アジア（バングラデッシュ他）と
なっています。
また、理事会はクラブ数が 100 を上回る地区、あるいはロータリアンが 1,100 名未満の境界を、廃
止あるいは変更することができます。秋田県、青森県は 1,100～1,200 名であり、かなり危機的時状況
であり、合区の可能性があります。
世界を見ると、200 以上の国と地域にロータリークラブが存在し、537 地区、33,000 クラブ、121,3
万人です。1 クラブ平均 36 人、一万人当たり 2 人です。
日本は 34 地区で 2,300 クラブ、9.1 万人、1 クラブ平均 39 人一万人当たり 8 人です。栃木県（第
2550 地区）は 51 クラブ（衛星クラブ 1）で 11 月現在

1､782 人

/一万人当たり 9 人 です。宇都宮

市内は 10 クラブ、586 人で 1RC58.6 人、1 万人当たり 11.3 人です。
・会員数の変化と RI 戦略
・日本ロータリー分布図、地区別クラブ数・会員数一覧
・クラブ拡大経緯、グループ編成地図
・会員数現況報告
・宇都宮南 RC の地区委員履歴
・２０１７－１８

RID２５５０地区組織図
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出席報告

若林博純 委員長

例会予定
第 1761 回

会員数

53 名

前々回

1 月 31 日

出席数

28 名

訂正率

65.22％

欠席数

25 名

出席率

60.87％

2 月 21 日(水)

外部卓話：宇都宮南高等学校
南風倶楽部活動報告

％

プログラム

日付
第 1762 回
2 月 24 日(土)

時間
15：00～

第 1763 回
2 月 28 日(水)

12：30～13：30

日付

時間

3 月 7 日(水)

第 1764 回
3 月 14 日(水)

第 2550 地区 2017-2018 年度
インターシティーミーティング

陽南 RC 合同例会
市長卓話：佐藤栄一市長

プログラム

例会場
宇都宮グランドホテル

ホテルニューイタヤ

例会場

2 月 24 日 IM 振替休会

12：30～13：30

3 月 21 日(水)
第 1765 回
3 月 28 日(水)

プログラム

知事卓話：陽南 RC 合同例会
栃木県知事 福田富一様

ホテルニューイタヤ

法定休日
外部卓話：「日本の財政を考える」
12：30～13：30

財務省関東財務局
宇都宮財務事務所 所長 大野孝広様

ホテルニューイタヤ

