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2022-2023 年度 第 1942 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：平澤照隆 幹事：青木克浩 広報委員会リーダー：若月章男 

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               関口 隆 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            猪瀬 龍之介 親睦・家族委員長 

 

§ 増田弘子 様（NPO法人セブウォッシュ） 

§ レ・ホン・ハ君（米山奨学金） 

 

    会長挨拶                平澤 照隆 会長 

    

     皆様、こんにちは。本日会長初日でございます。どうぞ、よろしくお願い致します。 

昨日夕方、第 4回目のワクチン接種を行いました。いろいろと悩んだのですが、孫が 3人もいるのでう

つしたら大変なので接種をして来ました。夜のニュースでクラスターが何カ所も発生し、一昨日に比べ

て 7,000 人も感染者が増えたとの事でした。接種しておいて良かったなとつくづく思いました。今後、

感染者が以前のように増えた場合は例会開催においても休会も一つの選択肢として、いろいろと検討し

なければならないと思っています。 

この後、会長方針を発表させていただきますので、よろしくお願い致します。 

       

    幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ クラブアッセンブリー発表予定のご案内を FAXさせていただきました。ご都合の変更は幹事までお申 

し出ください。 

§ 本日例会終了後、第 1回目の理事役員会を開催致します。 

    

   ビジター挨拶 

    

   フィリピン セブ島 NPO法人セブウォッシュ増田弘子様より、当クラブ支援のお礼と自己紹介、支援 

内容のお話がございました。 

7 月 第 1 例会          

2022 年 7 月 6 日(水)      会員数 57名 出席 36 名 

名 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

     ガバナー補佐報告           仲田 俊夫 ガバナー補佐 

 

   § マイロータリーへの登録をお願い致します。 

   § ガバナー月信がネット配信となりました。 

   § 第 2550地区 地区大会 12月 9～11日(金～日)本会議 11日(日)開催決定 

 

    7 月のお祝い事            猪瀬 龍之介 親睦・家族委員長 

    

   §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・小松和美会員 

§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 

§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 

 

   米山記念奨学会委員会報告       横尾 憲一 ロータリー基金委員長 

    

   § 米山奨学生レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

   皆出席表彰 

    

   

笠原 正人 会員 2010 年 6 月以来 満 12 ヵ年  

     

嶋田 辰雄 会員 2012 年 6 月以来 満 10 ヵ年 

 

 

 

    スマイルボックス委員会報告      嶋田 辰雄 スマイル委員長 

 

§平澤照隆会長  本日は私の年度の初日です。皆様よろしくお願いします。 

§青木克浩幹事  いよいよ本日より、平澤年度が始まります。私も幹事として精一杯頑張りますので、

ご協力の程、宜しくお願い致します。 

§笠原正人会員  今期、出席委員長を仰せつかりました。責務上、出席を促すことになります。宜しく

お願い致します。 

§村上芳弘会員  いよいよ平澤年度がスタートします。我々会員は一致団結に協力しましょう。 
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§金田秀壽会員  新会長頑張ってください。 

§仲田俊夫会員  平澤年度始まりました。頑張りましょう。 

§若月章男会員  平澤年度のスタートです。会長方針の「心地よいクラブ作り」に皆で協力して行きま

しょう。 

§塩田 潔会員  新年度、平澤会長、青木幹事、この 1年間よろしくお願いします。 

§荻原英美会員  赤い夕陽を背に受けて、夢は荒野を駆け巡る。平澤会長、期待しています。 

§小塚照夫会員  新年度、今年度 1年、皆様のご多幸とご健勝をお祈りしてスマイルします。 

§山本幹夫会員  平澤会長 1年間頑張ってください。 

§田村一夫会員  平澤年度の門出を祝って！！ 

以下同様文の為、会員名のみ掲載 

鈴木秀明会員・坂本昭一会員・田中正夫会員・藤井康夫会員・高久和男会員・若林博純会員 

佐々木隆会員・中野智之会員・磯貝 太会員・長谷川博夫会員・黒崎丈博会員・大島スミ子会員 

小保方明美会員・横尾憲一会員・猪瀬龍之介会員・齋藤芳哲会員・大島久美子会員・高橋健一会員 

竹田佳生会員 

§ゴルフ愛好会  関口年度、最後のコンペの打ち上げでカラオケ大会をやりました。ジャンル別で最低

点の人より集めたお金をスマイルします。 

§嶋田辰雄会員  本年度スマイル委員長になりました。1年間、皆様のスマイルのご協力よろしくお願

いします。 

      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   32 名 金額  56,000 円  

 

   会長方針               平澤 照隆 会長 

 

    

 

当クラブは 1981年 12月、東 RCをスポンサークラブとして 25名の 

会員をもって創設し､40周年を迎えるに至りました。 

チャーターメンバーを始め、歴代会長、そして一人一人の会員の熱意 

と協力により素晴らしいクラブに成長したと思います。本年度、会長 

を務める事となりましたが、皆様方のご指導・ご協力のほど、よろし 

くお願い申し上げます。本年度の会長方針として「心地よいクラブ作り」と致します。 

充実した環境は家庭より構築されると言われています。まずは家庭を大切にし、それから会社（社員）

を大切にしてこそ、ロータリー活動も充実すると思われます。 

ロータリーに入って良かったな。例会に出席して良かったなと思われるクラブ作り「心地よいクラブ作

り」に一年間、努力したいと思います。 

    2022～2023年度国際ロータリー「ジェニファーE.ジョーンズ」会長のテーマは「イマジン ロータリー」

です。imagine とは想像する、心に描く、考えるという事です。ポリオの無い世界、みんなが安全な水を

使える世界、疾病の無い世界、すべての子供が読む事の出来る世界、優しさと希望と愛に満ちた平和な世

界を想像してください。ジョーンズ会長はこれらの夢に向かって行動を起こす事をロータリーの会員一人

一人に求めています。これらを受けて国際ロータリー第 2550地区佐貫直通ガバナーは次の事を地区方針・

地区目標に掲げました。 
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   地区方針 

         １、ロータリーの活動を知る 

         ２、ロータリーの歩み（活動）に参加する 

         ３、ロータリーで「汗を流し」皆で社会を支えあう 

   地区目標 

         １、会員増強  

        目標 各ロータリークラブ 純増 3名 

         ２、ロータリー財団 

               目標 会員１人年次寄付 150ドルポリオプラス 30ドル 合計 180ドル 

         ３、米山記念奨学会 

               目標 会員１人 19.000円 

         ４、IT化、デジタル化の推進 

         ５、ロータリー賞の目標と達成 

         ６、My rotaryの登録推進  

               目標 会員登録 100%  （現在登録率 40.8%） 

         ７、RLI（Rotary Leadership Institute）への積極的な参加 

         ８、ロータリーの広報活動の推進 

         ９、ローターアクトの推進 

 

 RI 会長、地区ガバナー目標方針達成の為に我々南ロータリークラブとしましても、頑張っていきた

いと思います。ご協力よろしくお願い致します。 

 

    各委員会・委員長へのお願い 

クラブ奉仕委員会「若林博純リーダー」クラブの効果的運営の為に、各委員会と連携を密にして出席

率向上につながる楽しい有益な例会になるよう心がけてください。 

   1、プログラム委員会「川又委員長」 

会員の素晴らしい人脈をお願いして、外部卓話を編成してください。又、特別強調月間には地区委員の

卓話を入れてください。 

 2、スマイル「嶋田委員長」 

当クラブではスマイルの浄財を十分に活用しているので、会員一人一人のご理解とご協力を周知し、

例会時にスマイルの発表をお願いします。 

 3、親睦・家族「猪瀬委員長」 

会員夫人への誕生日プレゼントはもとより、納涼家族会・クリスマス家族会等、子供ずれで楽しめる企

画をお願いします。 

   4、出席「笠原委員長」 

早めに例会場に来て出席表のチェック、例会時に出席率の発表をお願いします。 

広報委員会「若月リーダー」 

各委員会を統括して情報の共有、発信をお願いします。 

 5、ソーシャルメディア「酒澤委員長」 

ホームページの維持管理、マイロータリーの登録 100%を達成してください。コロナの状況が今後どのよ
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うになるか解らないので、リモート例会の検討もお願いします。 

 6、公共イメージ「北山委員長」 

ロータリークラブは金持ちの集まりと云う一般のイメージを払拭するロータリー活動をさまざまなメデ

ィアに発信してください。 

 7、ロータリーの友・資料「田中委員長」 

ロータリーの友に目を通し紹介したい記事があったら、その都度例会で紹介してください。 

会員組織委員会「村上芳弘リーダー」 

会員組織委員会はロータリークラブの屋台骨ですので、各委員会が連携し、協力しながら会員の増強、退会

防止に努めていただきたいと思います。 

  8、会員増強「鈴木委員長」 

会員増強はクラブの活性化、財源確保の為に必要不可欠です。いろいろなところにアンテナを張って入

会希望者を発掘して、純増 3名お願いします。 

   9、退会防止・メンター「長谷川委員長」 

入会 3 年未満の会員の退会が多いので、新入会員には十分気を配っていただき、サポートをよろしくお

願いします。又、オリエンテーションを何度か開き、理解が深まるよう努力してください。 

 10、 会員選考「塚田委員長」 

会員により推薦された入会希望者を当クラブの会員として迎えるにあたり、ロータリアンとして相応し

いかどうか判断し,理事会へ報告してください。 

 11、職業分類「小松委員長」 

職業分類表の精査を行いバランスの取れた会員構成を目指し分類表を作成する。又、未充填の職業分類を

公開し、会員増強委員会と情報の交換に努めてください。 

 12、ロータリー情報「田村委員長」 

入会予定者（会員候補者）にロータリークラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、会員にあらゆる

レベルのロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報を提供してください。そして、入会してから最初の

1年間、新会員のオリエンテーションを監督してください。 

奉仕プロジェクト委員会「坂本昭一リーダー」 

ロータリー運動の原点である奉仕活動を通して活力のある奉仕活動を支援してください。 

 13、職業奉仕「安齊委員長」 

例会や職場訪問、ロータリアン相互交流の中からの各職業への理解、学びを通じて地域社会の方々への貢

献出来る活動を企画・実施してください。 

プログラム委員会と連携して会員相互の理解を深める為、会員卓話（会社の紹介）を多く入れてください。

職場訪問を企画してください。 

  14、社会奉仕「中野委員長」 

社会のニーズにあった奉仕活動の支援・実践を行ってください。 

継続事業として「子ども食堂の運営支援」「スペシャルオリンピックスの支援」「ざぶん賞の支援」等よ

ろしくお願いします。 

15、国際奉仕「高久委員長」 

国際的な活動や交流を通して他国の人々の文化、習慣、問題等を認識、理解し、それに基づき奉仕活動を

推進してください。 

継続事業としてフィリピン「セブ島」での人道支援活動 Tシャツの寄付をお願いします。 
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 16、青少年奉仕・インターアクト「磯貝委員長」 

青少年への支援を目的としたプログラムなどを提供し、ロータリークラブの理念や活動内容に理解・共感

できる青少年の育成に繋げるよう支援してください。 

継続事業として宇都宮南高等学校「南風倶楽部」の支援 

インターアクト年次大会への参加、高校生 RYLA研修セミナーへの参加要請 

ロータリー基金委員会「横尾憲一リーダー」 

10 月、11 月の特別強調月間にはプログラム委員会と連携して地区委員の卓話及び米山奨学生の卓話を入

れてください。財団と米山で集めた寄付金がどのように使われているか、詳細な説明をしてもらい、財団

及び米山の目的・意義・使命をよく理解してもらってください。 

 17、ロータリー財団「横尾委員長」 

地区補助金、グローバル補助金に関する情報を奉仕プロジェクト委員会と共有し、積極的な活用に努める。 

年次寄付：地区の目標 1 人当たり 150 ドルとし、又、ポリオ寄付金として地区の目標 1 人当たり 30 ドル

とし、合計 180ドルの全員達成を目指してください。 

 18、米山記念奨学会「川辺委員長」 

年次寄付：目標 1人当たり 19,000 円とし、全員達成を目指してください。 

S・A・A「関口委員長」 

すべての例会を監督する権限があり、楽しい例会・スムーズに流れる例会になるよう努力してください。 

 

各委員会へのお願い事項は以上です。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1944 回 

7 月 20 日(水) 
12：30～13：30 

本年度事業計画発表 

各委員長 
ホテルニューイタヤ 

第 1945 回 

7 月 27 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

「1 年を振り返って」 

関口直前会長・佐々木直前幹事 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    笠原 正人 委員長 

 

     会員数   57 名   

出席数   36 名    

欠席数    21 名    

   

 

例会予定  

 

第 1943 回  7 月 13 日(水) 

本年度事業計画発表 

各委員長 


