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2021-2022 年度 第 1898 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：関口 隆 幹事：佐々木 隆 広報委員会リーダー：仲田俊夫 

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               猪瀬 龍之介 会場監督（S.A.A） 

 

§ 国歌斉唱「君が代」  § ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介            大島 久美子 親睦家族委員 

 

   §レ・ホン・ハ君（米山奨学生） 

   

    会長の時間             関口 隆 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

  宇都宮南ロータリークラブを 1年間お預かりすることになりました関口です。どうぞよろしくお願い

致します。 

  本日は、多くの会員の皆様にご出席いただき、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがと

うございます。船出と言いましても泥船ですので、穴が空いたら修繕しながら進んで行きますので、で

きるだけ皆様のご協力をお願い致します。会長方針につきましては、クラブフォーラムでお話させてい

ただきます。 

  本日、大変嬉しいことに、川辺康子さんと小松和美さんの入会式をすることになりました。これから

のご活躍を期待しております。そして、米山奨学生のレ・ホン・ハ君、後ほど奨学金の支給がございま

す。学業に励んでください。 

  これからの 1年間、佐々木幹事共々どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 幹事報告               佐々木 隆 幹事 

    

§ 地区ゴルフ選手権大会のご案内が届いております。ご希望の方は事務局までお申し出ください。（回覧） 

§ 国際大会（ヒューストン）のご案内が届いております。（回覧） 

§ ロータリー日本 100年誌購入のご案内が届いております。（回覧） 

 

 

7 月 第 1 例会          

2021 年 7 月 7 日(水)       会員数 55 名 出席 38 名 

名 
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     親睦委員会報告           枝野 修一 親睦委員長 

 

   §会員誕生 高久和男会員・佐々木隆会員・塚田典功会員 

   §夫人誕生 荻原英美会員・高久和男会員 

§入会記念 小塚照夫会員・荻原英美会員・鈴木秀明会員 

関 享一会員・坂本昭一会員・若林博純会員 

佐々木隆会員・坂井俊司会員・物井栄三郎会員 

横尾憲一会員 

§創立記念 田村一夫会員 (有)タムラ商会   

佐々木隆会員 税理士法人アミック＆パートナーズ 

塚田典功会員 塚田歯科医院 

   §結婚記念 佐々木隆会員 

 

    新入会員入会式 

 

小松 和美 会員             川辺 康子 会員 

Friends(生命保険販売代理店)代表       CIUB 百合花 代表 

推薦者：岩本一男会員              推薦者：塚田典功会員・関口 隆会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    米山記念奨学会委員会報告      山本 敬三 委員長 

 

   米山記念奨学生 レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

    スマイルボックス委員会報告     坂本 昭一 委員長 

 

§関口 隆会長  今年 1年、よろしくお願い致します。 

§佐々木 隆幹事 中野前会長、長谷川前幹事 1年間お疲れ様でした。幹事の佐々木です。1年間よろし

くお願い致します。 

§中野智之会員  関口年度の門出を祝してスマイルします。 

§笠原正人会員  今年度、初例会なのでスマイルします。 

§村上芳弘会員  関口会長、佐々木幹事、今年度よろしくお願いします。素晴らしい年度になる事を祈

願致します。 
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以下同様文のため会員名のみ掲載 

若月章男会員・仲田俊夫会員・安齋誠一会員・鈴木秀明会員・関 享一会員・塩田潔会員 

藤井康夫会員・藤島 拓会員・枝野修一会員・坂本昭一会員・田中正夫会員・岩本一男会員 

若林博純会員・田村一夫会員・山本敬三会員・横尾憲一会員・臺 容之会員・小保方明美会員 

猪瀬龍之介会員・五十畑 嘉会員 

 

§荻原英美会員  関口会長に期待します。 

         グループ法人税制で完全支配会社が、固定資産の譲渡、寄付金、配当等を行った時、

損益がかかりません。コロナ禍での活用ができます。どうぞ上手に利用してください。 

§嶋田辰雄会員  ゴルフ同好会、一昨年度に続き、年間チャンピオンになりました。本年度もたくさん

のご参加、よろしくお願いします。 

§高久和男会員  2人そろって仲良く誕生日です。 

§大島久美子会員 今日は七夕です。素敵な出会いがあります様に。 

§青木克浩会員  1年間スマイルのご協力をよろしくお願い致します。 

 

      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   30 名 金額  41,000 円  

 

    クラブフォーラム 

 

    2021-2022 年度  

 

関口 隆 会長 会長方針 

 

 

RI会長 シェカール・メータ 

(Calcutta-Mahanagar ロータリークラブ所属) 氏は、2021-22年度のテーマを  

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

Serve to Change Lives と、発表されました。 

全ての会員は、これからの１２か月、インスピリレーションとロータリーのビジョンに導かれながら 

「もっと行動し、もっと成長する」という意味の大きな役割を果たしていくことを求められています。 

「もっと行動し」は、より大きなインパクトをもたらす奉仕プロジェクトを意味します。 

「もっと成長する」は、会員を増やし、支持基盤を広げることを意味します。 

特に、会員増強と退会防止については、「Each One, Bring One」つまり、各ロータリアンが、新入会員

1人を入会させる行動をとることを求めています。 

また、「もっと行動し、もっと成長する」とは、「超我の奉仕」そのものであるとも指示されています。 

これらのことから、RIでは、今後 5年間に渡って、「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行きます」と言

う、持続可能な行動計画と、ビジョンを発表しました。 
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このビジョンに基づき、４つの取り組むべき優先事項 が示されました。 

「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」 

この挑戦を成功に導くための、行動の指針として 

「今後５年間のクラブの方向性を示す」と言う、ビジョンを発表しました。 

 

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） 

シェカール・メータ RI 会長の「4 つの取り組むべき優先事項」と、「今後５年間のクラブの方向性を示

す」と言う、ビジョンに対して、石田順一ガバナーは、次の目標を掲げております。 

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」 

この挑戦を成功に導くために、 

宇都宮南ロータリークラブとして、次の目標を掲げて行きます。 

①  会員 純増 10名 

②  女性会員の比率 20％ 

③  公共イメージの向上 メディアに対する展開 

④  継続奉仕の強化 

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  ロータリアンが、クラブ並びに RIや地区への関心を高め、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。 

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 
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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 年次基金 1 人 150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 

⑩ 集会の基本的な考え方 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。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

    

   日付 時間 プログラム 例会場 

第 1900 回 

7 月 21 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

広報・奉仕プロジェクト 

ロータリー基金・S.A.A・会計 

ホテルニューイタヤ 

第 1901 回 

7 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

直前会長幹事 

「一年を振り返って」 

ホテルニューイタヤ 

 

 

出席報告     嶋田 辰雄 委員長 

 

 会員数   55名  前々回 6月 30日 

出席数   58名   訂正率  

欠席数    17名      100％ 

出席率  77.5％ 

 

例会予定 

 

第 1899 回  7 月 14 日(水) 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

クラブ奉仕・親睦 


