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2017-2018年度 第 1031回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：寺田美智子 幹事：古矢幸伸 会報委員長：五味淵郁章 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

    

 

 

● 国歌斉唱「君が代」  

● ロータリーソング「我らの生業」「四つのテスト」 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。 

   本日より 1年間会長を努めさせていただきます寺田です。 

古矢幹事共々よろしくお願い致します。 

 本日のお客様は、米山奨学生のチャン・ティ・テゥイト・ミン 

さんです。後程、奨学金を支給致します。また、6月末日で退会致 

しました村上良寛会員の後任でベルヴィ宇都宮支配人に着任されま 

した上杉哲也様が本日入会されます。年度早々の会員増強で大変嬉しく思っております。 

 さて、先週 7月 1日(土)から 2日(日)にかけて前会長幹事の慰労と親睦を兼ね、東伊豆方面に旅行

に行って参りました。出発時はあいにくの雨だったのですが、途中から陽が射してきました。三島で

創業安政 3年の老舗 桜家で美味しいうなぎの昼食をとり、三島スカイウォークを散策、浄蓮の滝を

見学しました。稲取 銀水荘自慢の板前さんの心づくしのお料理に宴席のお酒も進んだようでした。

翌日は伊豆スカイラインを通り、かの有名な鈴廣で買い物休憩をとり、横浜中華街 東林で中華料理

を堪能して帰路につきました。病人ケガ人もなく、美味しい食事とお酒、雲海の中に浮かぶ富士山の

姿に目を奪われ、全員元気で旅を終えました事に感謝です。参加された方、また、ご都合で参加でき

なかった皆様のご協力のお蔭と思っております。ありがとうございました。 

 会長を拝命するにあたり、たくさんの不安がございますが、クラブ会員の皆様のご支援とご協力を

仰ぎ、古矢幹事と共に 1年間一生懸命により良いクラブ運営ができますよう、努力して参りますので、

よろしくお願い致します。 

 

   司 会      仲田真介  S.A.A 

 

 

 

 

   会長挨拶     寺田美智子 会長 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会         

2017 年 7 月 4 日(火)      会員数 32名 出席 26 名 

TEL:028-
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 上杉 哲也 会員 ベルヴィ宇都宮 支配人 

 

 紹介者：村上良寛 

 

 

 

  

2016-2017年度 

 加藤紀夫 前幹事、湯浅 定 前幹事、1年間お疲れ様でした。 

 パスト会長幹事バッジが贈呈されました。 

 

 

 

 

§米山奨学生チャン・ティ・テゥイト・ミンさんに奨学金が支給されました。 

 

§7月のロータリーレート 1ドル＝111円 

§第 2550地区会員増強親睦ゴルフ大会と第 2550地区ゴルフ選手権大会 

開催のお知らせが届いております。（詳細は後日配信） 

§9月 26日(火)ガバナー補佐訪問（昼の例会） 

§10月 10日(火)ガバナー公式訪問（昼の例会） 

 公式訪問の際、懇親会では会長幹事をはじめ会長幹事エレクト及び会長 

増強委員長も出席する事になりますのでよろしくお願い致します。 

§10月 13日(金)～15日(日)地区大会 

 13日(金)：記念ゴルフ大会(宇都宮カンツリー) 

 14日(土)：会長幹事指導者育成セミナー及び晩餐会(ホテルニューイタヤ) 

 15日(日)：本会議(宇都宮グランドホテル) 

§次週より 2週に渡り今年度委員長方針計画発表となりますので、各委員長はご準備ください。 

 11日(火) 友愛委員会・情報委員会・S.A.A・会計 

 18日(火) 会員組織委員会・奉仕プロジェクト委員会・ロータリー財団委員会 

米山記念奨学会委員会・会計 

 §前年度社会奉仕委員会の「絵本の読み聞かせ」について下野新聞に掲載されました。 

 §前年度出席率確認表をご確認ください。（回覧） 

 §会費納入のご案内を発送致しましたのでご確認ください。 

§本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

   新入会員 入会式 

 

 

 

 

   前年度会長幹事 記念品贈呈 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告 

 

 

 

 

   幹事報告     古矢幸伸 幹事 
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§会 員 誕 生 高橋和夫 会員・橋本 泉 会員 

宇賀神弘明 会員 

§配偶者誕生 薄久保大輔 会員 

§結 婚 記 念 青木裕子 会員・富川耕吉 会員 

上杉哲也 会員 

 

 

 

§寺田美智子会長 1年間健康に気を付けて努めて行きたいと思います。皆様、何卒よろしくお願い

致します。 

§古矢幸伸幹事  こんにちは。今日よりスタートとなります。1年間どうぞよろしくお願い致しま

す。 

§加藤紀夫会員  親睦旅行、お疲れ様でした。楽しい 2日間を過ごすことができました。寺田会

長、古矢幹事、いよいよスタートですね。「会員増強」期待しています。頑張っ

てください。 

§高橋和夫会員  寺田会長、古矢幹事 1年間よろしくお願い致します。 

§三井良春会員  寺田会長、古矢幹事、今年度よろしくお願い致します。加藤前会長、湯浅前幹

事ご苦労様でした。 

§岩﨑正日登会員 寺田会長、古矢幹事、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

§橋本 泉会員  寺田会長、古矢幹事、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

§仲田真介会員  寺田会長、古矢幹事、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

§テーブルミーティングの開催をお願い致します。 

 

  §8月 8日(火)納涼家族会を開催致します。詳細は後日お知らせ致します。 

  §9月 27日(水)第 9回ゴルフ愛好会コンペを開催致します。（参加申し込み用紙配布） 

 

  §第 2550地区会員増強親睦ゴルフ大会に皆様奮ってご参加をお願い致します。 

   参加資格：新入会員・推薦者・入会予定者 

   参加ご希望の方は橋本までお申し出下さい。 

 

 

 

   7 月のお祝い事  髙橋順也 ファミリー委員長 

 

 

 

 

   ニコニコボックス委員会報告 湯浅 定 委員長 

 

 

 

 

   Ｓ.Ａ.Ａ報告   仲田真介 S.A.A 

 

 

 

 

   ファミリー委員会報告・ゴルフ愛好会報告  髙橋順也 委員長 

 

 

 

    会員増強委員会報告   橋本 泉 委員長 
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2017-2018 年度 

   寺田美智子会長方針発表 

 

 

「2017-2018年度 会長方針と計画」 

2017～2018年度のＲＩ会長イアン H.S.ライズリーが発表したＲＩのテーマは、 

「ロータリー：変化をもたらす」です。イアン H.S.ライズリーRI会長は持続可能な奉仕というロータリ

ーの目標を実現するためには「真の変化が必要である」と強調しています。ロータリーの奉仕活動が成

長・存続し、ますます力をつけることで地域社会に、国にそして世界に「変化をもたらすことができる」

と訴えております。 

 そして、太城 敏之ガバナーはこのテーマを受けて、 

「チャレンジ＆イノベーション」 ～挑戦と変革で切り拓く～ 

というメッセージを掲げております。それを踏まえて、クラブテーマを「会員増強」とします。 

シンプルなテーマではありますが、クラブの維持、発展には必要不可欠で最大のテーマとなるものです。 

会員が増えることにより、なお一層の充実した奉仕活動ができると信じております。 

各部門の委員長をはじめ会員の皆様のご協力をいただき、当クラブの基本方針と計画を下記の通りと

させていただきます。 

皆様、どうぞ 1年間よろしくお願いいたします。 

 

●友愛委員会      

 クラブ例会出席率を向上させるためにプログラムを充実させる。   

 3か月に 1回テーブルミーティングを開催する。     

 既存の愛好会の維持及び充実を図る。     

 ニコニコ BOXへの協力を推進する。     

 納涼会、クリスマス会はより多くの家族に参加していただくよう推進する。   

●情報委員会        

 MyROTARY登録及びプロフィール入力を推進する。      

 facebookでクラブの活動状況の発信を継続し、多くの方に閲覧していただくことを推進する。 

 ホームページの活用（連絡事項、例会案内など）     

 クラブのプロジェクトを地元メディアに取り上げてもらう。     

 会報でクラブ活動状況を発信する。       

 「ロータリーの友」の記事を会員に紹介する。 

●会員組織委員会        

 会員数純増 2名以上、男性女性の比率として、男性１名、女性１名の合計２名の純増し  

 ＲＩ会長賞を目指す。       

 担当委員長だけでなく、クラブ全員で会員増強を目指す。     

 

 

   クラブ協議会 
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●奉仕活動プロジェクト委員会        

 クラブフォーラムを通じ、奉仕活動の理解を深める。    

 昨年に続きリレーマラソン大会へ出場し、青少年育成とポリオ撲滅、ロータリー財団への寄付 

   活動を行う。 

 既存の社会奉仕事業への理解を深める為にクラブ全員参加を目指す。   

 ポリオ撲滅活動の継続。       

 RYLAに参加者を派遣する。       

●ロータリー財団・米山支援委員会        

 ロータリー財団の年次寄付は「毎年あなたも 100＄を」を継続するため一人 100＄以上とする。

 地区補助金の申請をする。(リレーマラソン大会等)     

 米山奨学生を受け入れる。       

 米山記念奨学会特別寄付 地区目標一人 18,000円      

●会場監督（S.A.A）       

 会場監督は、例会の時間配分を考え、遵守し例会運営を行う。   

 ロータリーソング斉唱後、拍手をする。      

 例会の食事のメニューを事前に会報などに掲載する予定。     

 3か月に 1回の席替えを行い、会員同士の親睦を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 プログラム 例会場 

第 1033 回 

7 月 18 日(火) 

各委員長方針 

（会員組織・奉仕活動プロジェクト・ 

財団米山・会計監査） 

ベルヴィ宇都宮 

第 1034 回 

7 月 25 日(火) 

招待卓話 

日豊工業㈱会長 木沢 喜人 様 
ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告    薄久保大輔 委員長 

 

会員数   32名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   26名   前々回訂正    21名 

欠席数     6名   前々回訂正率 63.64％ 

出席率 81.25％       

例会予定 

 

7 月 11 日(火) クラブフォーラム 

   各委員長方針 

（友愛・情報・SAA・会計） 


