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 2018-2019年度 第 1080回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：仲田真介 幹事：熊本泰久 会報委員長：熊倉 学 

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。  

仲田・熊本年度、最初の例会です。 

本日より、会長としての 1年間がスタートします。 

伊東ガバナーから、PETSのときに、各クラブの会長にと、 

こちらの本をいただきました。「ポール・ハリス語録」と「ロータリー 

への私の道」どちらもポール・ハリスの本です。なかなか難しい内容 

ですがきちんと読みたいと思います。  

さて、昨年12月に 急遽、バトンタッチで会長エレクトを仰せつかり、流れるままに3月のPETS

と、短い準備でのスタートとなりした。受けた以上は、責任をもって職務を果たしたいと思っ

ていますが、若年の会長・幹事という事で、ご迷惑をおかけすることもあると思います。会員

の皆様方におかれましては、ご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

振り返りますと、高橋和夫会員からお誘いを受け、2008年10月1日に30歳で入会しました。当

時、会計事務所での修業を終え、親の会社に戻ったばかりでしたので、本当に大丈夫かなと、

不安もありましたが、今日まで続けることが出来ました。 

当時、ロータリーの意味を知らない私は、仕事との両立にかなり苦しみました。そんなとき、

長会員から、「仲田君、ロータリーは仕事じゃないのだから、苦しんじゃいけない。楽に」と

言われ、その言葉にとても救われたことを思い出します。 

   司 会          樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会          

2018 年 7 月 3 日(火)      会員数 34 名 出席数 26 名 
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また、気づけば周りにたくさんの仲間もいました。宇都宮陽北ロータリークラブに入ってい

なければ出会えていません。とても心強く、いつも助けられ 支えられていたのだなと改めて

強く思います。 

宇都宮陽北ロータリークラブに入会して、今年の10月で10年になります。この10年目を第24

代目の会長として迎えることになりました。 

ロータリーでのいろいろな活動や、様々な職業の人生の諸先輩方との出会いによって、大変

多くの実りある影響をいただきました。 

私自身、数多くある他の団体とは、比較にならないほど多くのことを学ばせていただきまし

た。本当にありがとうございます。これからもロータリーを通じて、良い人生経験を積み、自

分を磨いて参りたいと思います。1年間宜しくお願い申し上げます。 

 

 

      

本日から仲田年度幹事を勤めさせていただきます、ロータリー新人の 

熊本です。1年間ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

§ 7月のロータリーレート 1＄＝110円 

§ 前期分会費納入のご案内を発送いたしました。 

§ 本日例会終了後、理事会を開催致します。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

§ 7月より希望者の方に、ニコニコに対し領収証を発行いたします。「○領」とご記入ください。

§ 来週 7/10は、RI第 2550地区第 3グループ Aガバナー補佐の川名 悟 様が来訪予定となって 

おります。 

  回覧 

§ 2019独ハンブルグでの国際大会の案内が届いております。 

§ RLIセミナーのご案内が届いております。会長エレクト・幹事エレクトはぜひご参加ください。 

§ 来週・再来週は、各委員会活動計画発表となっております。日程を回覧いたしますので担当委

員長の方はご確認ください。 

本人確認 

§8月 19日(日)地区クラブ米山委員長会議(於：ホテルニューイタヤ) 

               ⇒ 西山委員長と日程の確認を致しました。 

 

 

    

§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 

 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   7 月のお祝い        上杉 哲也 ファミリー委員長 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

    

§仲田真介会長  新しい年度がスタートしました。今年度は、会員増強を頑張りたいと思います。

1年間どうぞよろしくお願い致します。 

§熊本泰久幹事  皆様こんにちは。仲田年度 幹事を努めさせていただきます。皆様のお力をお

借りして 1年間頑張りたいと思います。 

§寺田美智子会員 仲田会長、熊本幹事、先週は心温かな花束、ありがとうございました。どうぞ

1年間お体に気を付けて頑張ってください。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。本日、新年度スタートですね。仲田会長、熊本幹事 1年間よろし

くお願い致します。また、来週 9日(月)リーグ戦の初戦になります。よろしく

お願い致します。 

§高橋和夫会員  寺田前会長、古矢前幹事、大変ご苦労様でした。仲田新会長、熊本新幹事どう

ぞよろしくお願い致します。 

§藤井モト会員  1080回新年度スタートしました。仲田会長、熊本幹事よろしくお願い致します。 

§熊倉 学会員  寺田会長、古矢幹事 1年間本当にお疲れ様でした。昨年の 7月、古矢幹事の顔

が緊張していたかに見えたのですが、徐々に落ち着きを取り戻していく様を見

ることができてとても頼もしく思えました。会長は我がクラブの顔、それを支

えるのが幹事、お二方とも見事に達せられたことに、敬意を表します。本当に

ご苦労様でした。 

         さて、2018-2019年度、仲田年度の門出に際し、エールを贈ります。仲田会長、

熊本幹事この 1年間お任せしましたよ、よろしくお願い致します。 

         フレーフレーな・か・だ！！！ 

         フレーフレーく・ま・も・と！！！ 

§橋本 泉会員  仲田会長、熊本幹事 1年間よろしくお願い致します。 

§岩﨑正日登会員 仲田会長、熊本幹事 1年間よろしくお願い致します。仲田年度のスタートを記

念しましてニコニコ致します。 

§長 正英会員  仲田会長、熊本幹事 1年間楽しんでください。 

§加藤紀夫会員  仲田会長、熊本幹事 1年間よろしくお願い致します。会員数純増 10名期待し

ています。 

§西山 穣会員  仲田会長、熊本幹事ご就任おめでとうございます。1年間思う存分腕を振るっ

て下さい。 

§田中豊治会員  今年の夏は暑くて長いようです。早くも夏バテ気味ですが、気力で頑張ります。 

§長 正英会員  昨日の野球練習 8名参加で充実していました。暑い中、お疲れ様でした。来週

9日からリーグ戦開始です。頑張りましょう。 

§髙橋順也会員  先週知事杯ゴルフ選手権に、日光カントリーで出場し、1次予選通過しました。

次も頑張ります。仲田年度精一杯頑張らせていただきますので、何卒よろしく

お願い致します。 

§上杉哲也会員  皆様、今年 1年よろしくお願い致します。 

§杉本 勝会員  新年度よろしくお願い致します。 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

§熊倉 学会員  「御礼」過日の母の葬儀に際し寺田会長、古矢幹事始め、たくさんの会員の皆

様方にご厚情を賜り、心より感謝を申し上げます。 

          母は 6月 22日緊急入院したものの、翌 21日に苦しむこともなく安らかに永眠

しました。享年 90歳でした。母なので、兄が「家族葬」を強く望んだのです

が、多くの方々が弔問に来てくださり、ご不便をお掛け致し、不行き届きがあ

りましたこと、お詫び申し上げます。この場を借りて、心を込めてニコニコし

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   今週の金額  36,000 円 

 

 

   

   §7月 9日(月)リーグ戦、宇都宮 90RCとの試合があります。野球愛好会メンバーには改めまして  

ご連絡致しますので、皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

 

   

  2018-2019 年度 会長所信表明 

 

会長方針と計画       

会 長  仲田 真介 

 

2018-19年度 ＲＩのバリー・ラシン会長が掲げるテーマは、“BE THE INSPIRATION”「インス

ピレーションになろう」です。 

そのテーマを受けて、第 2550地区 2018-19年度 伊東永峯ガバナーが掲げる地区目標は、「ポ

ールを語ろう・・・それは一人のインスピレーションから始まった」となりました。 

ロータリーの創始者は、ポール・ハリスです。そして、ロータリーは、1905年 2月 23日 ポー

ルのインスピレーションから始まりました。今年度は、ポール・ハリスの生誕 150周年の年にな

ります。それらを考えると、ロータリーの原点に帰ろう、原点回帰（げんてんかいき）という風

にとらえることが出来ると思います。 

また、ＲＩの バリー・ラシン会長が演説の中で語った「私たちは行動します。なぜなら、ロ

ータリーは夢想家（むそうか）ではなく、実行する人の集まりだからです。」という言葉からは、

「ひらめきから新しいことが生まれ、そして、ひらめきを行動に移すことで、新しい波が起こる。」

という風にとらえることが出来ると思います。 

以上のことを踏まえて、宇都宮陽北ロータリークラブのクラブテーマを「 積極的な会員増強 と 

インスピレーション 」としたいと思います。クラブの維持、発展、そして、インスピレーション

を実践するには、必要不可欠なテーマだと考えています。 

   野球愛好会報告      古矢 幸伸 会員 

 

 

 

 

   クラブ協議会 
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幅広い年齢層の会員を積極的に増やすことで、今までになかった発想、新しい考え、そして、

ひらめきが増し、それぞれの考えを融合することで、新しい波が起き、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。 

常任委員長、並びに、各小委員会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 

 長期欠席者に対して、会長、幹事、友愛委員会、会員組織委員会が連携して積極的に声掛けを行

う。 

 欠席者に対して、他クラブへのメークアップやテーブルミーティングの参加を促す。 

 ニコニコＢＯＸの年間個人目標を、30,000円に設定し、会員誕生日、配偶者誕生日、結婚記念日

のニコニコは、1回 5,000円の協力をお願いする。 

 希望者にニコニコＢＯＸの領収書を発行し、年間の最多貢献者に対してニコニコ貢献賞を発表す

る。 

 次年度もニコニコＢＯＸは、奉仕活動と活性化用の 2つに分け、活性化資金(夜間例会等)の充実

を図る為、愛好会活動に関しては、積極的に活性化への協力をお願いする。 

 夜間例会は、納涼家族会、クリスマス家族会、新年会、観桜会、最終例会を開催する。その内の

納涼家族会、クリスマス家族会については、会員家族に対し日頃のロータリー活動への理解、感

謝の気持ちを込め、より多くの会員家族に参加して頂くようにする。 

 

情報委員会 

 テーブルミーティングにてロータリーへの理解を深めるため、テーブルマスターと連携し、ロー

タリーについての勉強会も兼ねて行う。 

 ＭｙＲｏｔａｒｙ登録、及び、プロフィール入力を推進し 50％を維持する。 

 ＦＢ、ＨＰ、会報にて、クラブの活動状況、連絡事項、例会予定を定期的に発信し、クラブで行

ったクラブ外奉仕活動を、ＳＮＳを利用し積極的に発信する。 

 月に 1回、例会の中で「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 

 クラブテーマを実現する為、8月と 2月に会員組織委員会によるクラブ協議会を開催する。 

 会員数純増 10名を目標とし、併せて退会防止も行い、会員維持率 100％以上を維持する。 

 宇都宮陽北ＲＣの入会パンフレットを利用し、全会員で会員増強を目指します。 

 会員増強月間に各会員に 1名ずつ推薦者を出してもらうよう協力をお願いします。 

 未充填の職業分類をなくす為に、柔軟に職業分類を工夫して充填します。 

 

奉仕活動プロジェクト委員会 

 五大奉仕のクラブ・フォーラムをそれぞれ開催し、クラブ全体で考える時間を設ける。 

 社会奉仕の新規事業「清掃活動プロジェクト」を、大谷資料館、及び、周辺にて実施する。職業

奉仕委員会と連携して移動例会も兼ねて実施する。 

この事業は、会員の他に、会員家族、米山奨学生、学友も希望参加出来る様にする。 
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 既存の社会奉仕事業は、継続して行い、各事業へ会員の積極的な参加を促す。 

 『貧困児童・児童虐待防止』の奉仕活動をクラブで検討し、可能な限り実践する。 

 ＲＹＬＡセミナーへの参加について、適任者がいる場合は参加者を派遣する。 

 

ロータリー財団・米山支援委員会 

 ロータリー財団支援として、地区目標は、1人あたり 150ドル、ポリオプラス 30ドルです。クラ

ブ目標を 1人 100ドル以上とし、全会員寄付を維持し、達成できるように努力する。 

 ポリオプラスについては、グリーンボックスをポリオボックスに転用し、クラブとして寄付する。 

 米山記念奨学会支援として、地区目標は、19,000円です。全会員 1人普通寄付 4,000円、特別寄

付 10,000円を最低限維持し、達成できるように努力する。 

 米山記念奨学生の受け入れを今年度も継続し、クラブでの行事に積極的に参加させ、クラブ内で

の理解を深める。 

 ロータリー米山記念奨学会委員会に卓話を依頼し、出前卓話などを通じて、米山記念奨学生、学

友のクラブ内での理解を深めます。その際に、米山ＢＯＸを例会受付に設置して寄付の機会を作

る。 

 

会場監督（Ｓ.Ａ.Ａ） 

 司会進行は、会場脇にある演台から行い、例会の時間配分を考え遵守し例会運営を行う。 

 スムーズな例会進行を行う為に、ビジターの紹介を会場監督が行う。 

 卓話前の卓話者の紹介は、紹介者、担当月間の会員が基本行いますが、例会日までに必ず確認し

段取りをする。 

 ３ヵ月に１回の席替えを行い、会員同士の親睦を図り、テーブルミーティングの開催を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   34名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   26名   前々回訂正   23名 

欠席数     8名   前々回訂正率  

出席率  76.47％       67.65％ 

 

次回例会予定 

 

第 1081 回  7 月 10 日(火) 

 

各委員長方針 

（友愛、情報、会員組織） 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1082 回 

7月 17日(火) 

各委員長方針 

(奉仕活動、財団米山、SAA,会計、会計監査） 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1083 回 

7月 24日(火) 

新入会員卓話  市川 優子 会員 

 （卓話者紹介 三井良春）  
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

7月 31日(火) 特別休会   

 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


