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2021-2022 年度 第 1900 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               臺 容之 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」 

   

    会長の時間             関口 隆 会長 

 

  皆様こんにちは。 

本日はクラブアッセンブリーの 2回目となりますが、奉仕活動の中でも子ども食堂、スペシャルオリ

ンピックス、インターアクトの対外的な事業の委員会計画が発表されます。 

対外的な事業とは、日頃皆様にご協力いただいているスマイルボックスから支出していますので、奉

仕活動を潤沢にするためのご支援をよろしくお願い致します。 

 

「クラブフォーラム」と「クラブアッセンブリー」解説 

【クラブフォーラム】 Club Forum 

クラブ討論会 クラブフォーラムのこと。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕

の五大奉仕の中から問題を取り上げ、それの実施、推進について、全会員が討論して進路を見出そうと

する会合である。会員の公式会合。 

五大奉仕部門委員会主催のクラブ・フォーラム（討論会）は、奉仕部門ごとに最低年 1回、開催する

ように奨励されています。各奉仕部門担当の役員・理事・委員長が討論リーダーとなり、それぞれの部

門のクラブ活動の内容や課題について、会員が意見を出し合い、フリーディスカションするのが本会合

の目的です。クラブフォーラムは元来「クラブ会員による討論会」ですから、主催者側からの一方通行

的な卓話や情報の提供だけで終わらないように進めることが重要です。 

 

【クラブ協議会】 Club Assemblies 

クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、ク

ラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員全員の会合である。すべてのクラブ会員は、協議会に

出席することが強く奨励されている。クラブ会長、もしくは指定された他の役員が、クラブ協議会の議

長を務める。（ロータリー章典 7.050.） 

 

7 月 第 3 例会          

2021 年 7 月 21 日(水)       会員数 55 名 出席 38 名 

名 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ・アセンブリー（協議会）の開催頻度はクラブにより異なりますが、一般的には次のような順

序で開かれています。 

第 1 回目：次年度のための地区協議会終了後、次年度の RI 及び地区の活動方針について報告と協議

を行ない、同時に次年度クラブ会長のクラブ運営方針の発表を行なう場とする。 

第 2回目：新年度の開始直後の早い時期に開催し、各奉仕部門及び各委員会のクラブ活動計画につい

て発表と協議を行なう。 

第 3回目：ガバナー公式訪問前に、ガバナー補佐同席のもとに開催し、ガバナー補佐はガバナーに対

してクラブの活動状況を報告する。 

第 4回目：上半期末に開催し、各奉仕部門・委員会の上半期中の活動の総括と下半期の活動計画につ

いて協議する。 

第 5回目：下半期の中頃に開催し、各奉仕部門・各委員会の活動状況の再チェックを行なう。 

第 6回目：次年度の役員・理事・委員長と合同で開催し、本年度活動の総括と次年度への引継ぎを行

なう。 

クラブ協議会では、クラブ全体の活動状況が話し合われるわけですから、全会員に出席を要請し、ク

ラブ協議会を会員がクラブ活動への参画意識を高める場、また会員の教育の場にすることが望まれます。 

 

 幹事報告               佐々木 隆 幹事 

    

§ ガバナー事務所移転のお知らせが届いております。(回覧) 

  8月 1日より、ベルヴィ宇都宮 1階 

§ ロータリー全国囲碁大会のご案内が届いております。(回覧) 

§ 宇都宮陽南ロータリークラブ 25周年ビデオメッセージが届いております。閲覧ご希望の方は幹事まで 

お申し出ください。 

 

    ロータリー財団表彰         平澤 照隆 副会長 

 

    ポール・ハリス・フェロー 2回目 

 

     関口 隆 会員 

 

 

 

 

    創立 40 周年実行委員会報告      藤島 拓 実行副幹事 

 

   § 本日、例会終了後、創立 40周年実行委員会を開催致します。 

     

    スマイルボックス委員会報告     黒崎 丈博 会員 

 

§平澤照隆副会長 暑気払いでスマイルします。 
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§村上芳弘会員  毎日暑い日が続きます。体調管理は十分にしましょう。いよいよオリンピック開催で

す。楽しみです。 

§仲田俊夫会員  昨日、コロナワクチン予防接種 2回目終わりました！体調の変化は無いようです！ 

§田村一夫会員  暑い、あつい、高齢者には厳しいですが、頑張って仕事に励んでいます。 

§塩田 潔会員  先週、2回目のワクチン接種をやりました。とりあえず安心です。 

§鈴木秀明会員  皆さんお元気ですか？私はやっとこ元気です。 

§坂本昭一会員  クラブアッセンブリーにスマイルします。 

§藤島 拓会員  暑いですね！！ 

§青木克浩会員  本日は、大安なのでスマイルします。 

§長谷川博夫会員 本日も暑い暑い、皆さんワクチン打ちましたか？早く打ちたいです。 

§臺 容之会員  初めての司会です。よろしくお願い致します。 

§黒崎丈博会員  本日も例会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   12 名 金額  12,000 円  

 

    クラブアッセンブリー 

 

    本年度委員会事業計画発表 

   ・ロータリー基金委員会・ロータリー財団委員会 坂本昭一 常任理事 

   ・米山記念奨学会委員会 山本敬三 委員長  

・RLI研修委員会 岩本一男 委員長 

   ・友好クラブ委員会 亘理 田村一夫 委員長・高崎 中野智之 委員長 

   ・退会防止メンター・インターアクト委員会 磯貝 太 理事  

・ソーシャルメディア IT推進委員会 酒澤伸二 委員長 

   ・ロータリーの友資料委員会 笠原正人 委員長 

・奉仕プロジェクト・国際奉仕委員会 安齋誠一 常任理事 

・会計・職業奉仕委員会 田中正夫 理事         

・社会奉仕委員会・スペシャルオリンピックス 高久和男 理事  

・子ども食堂委員会 横尾憲一 委員長 

・RYLA委員会 長谷川博夫 委員長 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告     川又 俊二 会員 

 

 会員数   55名  前々回 7月 7日 

出席数   38名   訂正率  

欠席数    17名      77.55％ 

出席率  76.00％ 

 

例会予定 

 

第 1901 回  7 月 28 日(水) 

会員卓話 

直前会長幹事 

「一年を振り返って」 
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    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1902 回 

8 月 4 日(水) 
12：30～13：30 

新入会員卓話  

五十畑会員・大島会員 
ホテルニューイタヤ 

8 月 11 日(水)  休  会  

第 1903 回 

8 月 18 日(水) 
12：30～13：30 

40 周年記念式典について 

村上実行委員長 
ホテルニューイタヤ 

第 1904 回 

8 月 25 日(水) 
12：30～13：30 米山奨学生ﾚ･ﾎﾝ･ﾊ氏 卓話 ホテルニューイタヤ 

 


