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2020-2021 年度 第 1888 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 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） 

 

 

 

 

 

    司 会               嶋田 辰雄 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介            北山 ますみ 親睦家族委員 

 

§ 川名 悟 様(宇都宮 90RC) 

§ 寺崎 耕 様(栃木県暴力追放県民センター・卓話者) 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

今日、ウグイスの鳴き声で爽快な朝を迎えました。天気も良く、春本番ですね。気持ち良く、仕事に

励む事が出来ます。 

さて、日曜日に高崎ロータリークラブさんとのゴルフコンペに参加し、月曜日に例会に参加しました。 

ロータリークラブに入会していなければ、このような形で、新しい出会いは生まれなかった筈です。 

多くの友人が、県外、あるいは海外にも出来るという事、ロータリーに感謝します。 

   

 幹事報告               長谷川 博夫 幹事 

 

§ 宇都宮陽東ロータリークラブより、オンライン zoom見学会のご案内が届いております。(回覧) 

§ 亘理ロータリークラブ決議案第 1号の件を郵送致しました。 

§ 高崎ロータリークラブへゴルフコンペ及びメーキャップに行って参りました。 

  参加者：中野会長・関口会長エレクト・長谷川幹事・佐々木次年度幹事・磯貝会員・ヨコオ会員 

 

    4 月のお祝い事           磯貝 太 親睦・家族委員長 

 

 

    スマイルボックス委員会報告     藤島 拓 委員 

4 月 第 3 例会          

2021 年 4 月 21 日(水)      会員数 53名 出席 24 

名 
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§中野智之会長  春本番ですね。スマイルします。 

§笠原正人会員  今日も良い天気。 

§村上芳弘会員  今週は夏日が続きます。よろしくね!! 

§若月章男会員  外で活動するのによい季節となりましたが、残念ながら私は坐骨神経痛に悩まされて

います。 

§仲田俊夫会員  関口会長エレクト、分かりやすく簡単によろしくお願い致します。 

§田中正夫会員  税務調査立会中ですが、例会に来ました。 

§藤島 拓会員  良い天気です。野球練習したいで～す!!25 日ゴルフ頑張ってください!!次回は参加

したいで～す!! 

§臺 容之会員  関口副会長、卓話よろしくお願い致します。 

§坂本昭一会員  春の気配ようやく整い、心浮き立つ今日この頃、コロナに負けず頑張って行きましょ

う。関口会員の卓話よろしくお願い致します。 

§中野智之会長代理佐々木会員  高崎 RCとの交流でのお釣りをスマイルします。 

§坂本昭一会員次年度ロータリー基金委員会  委員会お釣り 

 

      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   12 名 金額  13,340 円  

 

    会員卓話 

 

    関口 隆 会長エレクト 

 

     2012-22 年度 国際ロータリー第 2550 地区 

会長エレクト研修セミナー 

Presidents-Elect Training Seminar 

 

PETS 報告 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

 

2012-22年度 会長 シェカール・メータ Cslcutta-Mahanagar  

ロータリークラブ所属 インド ベンガル州 1984年 入会 

会計士 不動産開発会社「Skyline Group」会長 

「Operation Eyesight Universal India」ディレクター 

災害救援に熱心に携わり、ロータリー・シェルターボックス(イギリス） 

の管理委員を務める。南アジアで、1,500 件以上の心臓外科手術を提供した 

プログラムを立ち上げる。 

インドでの識字率向上をはかる「TEACH プログラム」の創設にかかわる。 
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PETS 開催にあたって 

国際ロータリー第 2550 地区  

2020-21 年度 ガバナー森本敬三(大田原中央ロータリークラブ 

 

国際ロータリーでは、今後 5 年間に渡って、持続可能な行動計画とビジョンを発表した。「私たち

は、世界で、地域社会でそして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り

合って行動する世界を目指していきます」 

このビジョンに基き、4 つの取り組むべき優先事項が示された。 

「より大きなインパクトをもたらす」「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわりを促す」 

「適応力を高める」今後 5年間のクラブの方向性を示す。 

ポリオプラス 

ポリオプラスとは、ポリオワクチンに、結核・麻疹・ジフテリア・破傷風・百日咳を、加えた、混合

ワクチンである。昨年、8 月 WHOより、ナイジェリアで野生株によるポリオ根絶が 3年間の経過期間を

過ぎ根絶が正式に発表された。現在では、アフガニスタン、パキスタンの 2 か国のみである。大変厳

しい地域であるが、今後とも支援を行う。 

 

ガバナーメッセージと地区目標 

SERVE  TO  CHANGE  LIVES 「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

国際ロータリー第 2550 地区 2021-22 年度ガバナー石田順一(真岡ロータリークラブ) 

 

メータ会長エレクトは、4つの行動を求めた。 

①「奉仕プロジェクトへの参加」 

②「現在の全世界の会員数 120 万人で横ばいである。2022 年 7 月 1 日までに、130万人に増強する」 

「Each One.  Bring One」（みんなが 1 人入会させよう） 

③ 公共イメージの向上 「ロータリー奉仕デー」を実施する。 

④ ロータリーの揺るぎない、5つの中核的価値観を、実現させる。 

     「親睦」「高潔性」「多様性」「奉仕」「リーダーシップ」 

 

2021-22 年度 地区方針・目標 ～未来のクラブを描きましょう～ 

 

地区方針 

①  RIテーマおよびロータリーの目標の達成を目指して、ロータリーの活動を推進する。 

②  全てのロータリーの活動が、リーダーとしての「人材育成」となることに重点を置く。 

③  ロータリーのプログラムを積極的に支援し、ロータリーと地域社会、世界とのつながりを深める。 

④  ロータリーアンがクラブ並びに RIや地区絵の関心を高め、多くの会員の参画を求める。 

⑤  持続可能な発展に資する奉仕活動の推進。「ロータリー奉仕デー」を実施する。 

⑥  オンライン会合のサポート。 
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目標 

① 参加者の基盤を広げる  純増 2名 

② IT活用の推進   My Rotary への登録推進。 70%を達成する。 

③ 公共イメージの向上 「ロータリー奉仕デー」を実施する。SNSの活用 認知度の向上 

④ クラブ戦略計画の策定を推進する。 5年後のクラブへのビジョンを考える 

⑤ 行動計画・ビジョン声明策定の奨励。 

ロータリーの活動に参加できる機会の提供。  クラブと会員の相互関係の確立。 

「より大きなインパクトをもたらす」「参加者の基盤を広げる」「参加者の積極的なかかわりを促す」 

「適応力を高める」 

⑥ロータリー財団の活用と支援  

地区補助金を使った、地域社会への貢献 

グローバル補助金を使った、国際社会への貢献 

1 人 150ドル 

ポリオ根絶活動の推進  1人 30ドル 

⑦ ポリオ根絶活動の推進  1人 30ドル 

⑧ 米山記念奨学会の支援  1人 19,000円 

⑨ RI会長賞への挑戦の推奨  クラブセントラルの活用 集会の基本的な考え方  

⑩ 3密の回避のため、オンラインまたは、ハイブリッド型（人数を制限した会場・オンラインの併用）

を模索する 。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   53名  前々回 4月 7日 

出席数   24名   訂正率  

欠席数    29名      66.66％ 

出席率  54.55％ 

 

例会予定 

第 1889 回  4 月 28 日(水) 

会員卓話 

藤島 拓 会員 

「 地区委員について」 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

5 月 5 日(水)  法定休日  

第 1890 回 

5 月 12 日(水) 
12：30～13：30 

理事会・委員会報告 

中野智之会長 

高崎 RC について 

ホテルニューイタヤ 

第 1891 回 

5 月 19 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

環境省日光国立公園 

吉川美紀様 

ホテルニューイタヤ 

第 1892 回 

5 月 26 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

栃木県国際交流協会 

田島亮子様 

ホテルニューイタヤ 

 


