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§ ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ビジター紹介 

§ 第 2550地区第 3グループ Aガバナー補佐 川名 悟 様（宇都宮 90RC） 

§ 保坂正人 様（宇都宮西 RC） 

 

   

 みなさん、こんにちは。 

第 2550地区第 3グループ A川名ガバナー補佐 ようこそ宇都宮陽北ロータリークラブにおい

で下さいました。よろしくお願い致します。 

西日本を襲った豪雨「平成 30年 7月豪雨」の被害は、13府県で 126人の方が亡くなり、79

人の安否が不明となっています。平成最悪の被害となってしまいました。 

今も警察、消防、自衛隊、海上保安庁 による懸命の捜索や救助が続けられています。私の

友人も、自衛隊として東広島市で災害救助にあたっています。1日も早く復旧し、避難されてい

る方々が普通の生活に戻られる事を願うばかりです。 

さて、本日の会長の時間は、ロータリーの目的についてお話ししたいと思います。 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励（しょうれい）し、これ

を育（はぐく）むことにある。とされています。 

難しい言い方をしていますが、具体的には、次の 4つの各項を奨励（しょうれい）すること

にあると言われています。 

まず、1つ目、知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

2つ目、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 

3つ目、ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉

仕の理念を実践すること。 

4つ目、奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平

和を推進すること。となっています。 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 
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各会員のロータリーに対する考え方、とらえ方は、十人十色、それぞれ違うと思っています。

ですが、今、お話しした 4つの各項が基本的なロータリーの目的であるという事を覚えていて

いただけたらと思います。 

本日は、各委員会の方針発表です。よろしくお願いいたします。 

 

 

   国際ロータリー第 2550地区第 3グループ A  

   ガバナー補佐 川名 悟 様 

 

宇都宮陽北ロータリークラブは私にとっては沢山の思い出があり、 

新世代委員会時代には岩﨑様、大変お世話になりありがとうござい 

ました。そして地区幹事の時には佐藤様にお世話になりました。 

またさつき RCの設立では特別代表をお引き受けいただき、それをご理解いただいたクラブの皆

様のお心の広さに大変感謝申し上げます。 

 ガバナー補佐の役割は、ガバナーとクラブをいかに太いパイプで繋ぐかを遂行するのがガバ

ナー補佐の役目であるといわれます。伊東ガバナーの方針を各クラブがどの様に計画されてい

るかを報告し、出来るだけクラブより質問を受けガバナーに提議することが使命です。 

 今年度 1年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

  §米山奨学奨学生 チャンティー・テゥイト・ミンさんに奨学金が支給されました。 

 

   § 地区ガバナー指名委員会は、2020-2021年度 RI第 2550地区ガバナーノミニーに大田原中央ロ

ータリークラブ所属、森本敬三氏が指名され、正式に確定致しました。 

§ 新入会員 物井慶太様 推薦告知に対して異議申し立ては有りませんでした。さらに先日新た

に新入会員告知 関 夫美様をお送りしております。 

§ 本日の例会は各委員会活動計画発表となっております。 

§ 8月19日(日)地区クラブ米山記念奨学会委員長研修会がホテルニューイタヤに於いて開催され

ます。米山記念奨学会：西山委員長宜しくお願い致します。        

§ 前年度各会員出席率一覧の確認をお願いいたします。 

 

  回覧 

§ ガバナー事務所より西日本集中豪雨被害への義援金の協力依頼が届いております。 

§ 来週も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。 

 

お知らせ 

§ 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産…世界文化遺産への登録が決定。 

   国際ロータリー第 2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐 挨拶 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告     岩﨑 正日登カウンセラー 

 

 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 
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§第 2550地区第 3グループ Aガバナー補佐 川名 悟 様 

         今年度ガバナー補佐を拝命致しました宇都宮 90RCの川名悟です。1年間よろし

くご指導の程、お願い致します。 

§仲田真介会長  川名ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。 

§湯浅 定会長エレクト 野球出られずごめんなさい。 

§熊本泰久幹事  本日は国際ロータリー第 2550地区第 3グループ Aガバナー補佐 川名 悟様ご

来訪ありがとうございます。又、長崎・天草潜伏キリシタン世界文化遺産登録

決定おめでとうございます。 

§田中豊治会員  先週の仲田会長年度、第 1回例会は強い変革のきざしを感じました。やはり若

い力は素晴らしい。仲田会長、熊本幹事に期待しています。頑張ってください。

それにつけてもダグラス・マッカーサー元帥の有名な言葉が思い起こされまし

た。 

§岩﨑正日登会員 熊本幹事、本日はミンさんへの習字の指導をしていただき、ありがとうござい

ます。 

§高橋和夫会員  誕生祝いありがとうございました。 

§薄久保大輔会員 誕生日（妻）のプレゼントありがとうございました。 

§加藤紀夫会員  野球愛好会の皆さん。昨日はナイターリーグ戦お疲れ様でした。90RCさんに勝

つことができました。髙橋順也会員、ナイスピッチングでした。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。昨日野球リーグ戦、初戦が 90RCと行われました。髙橋順也会員

の好投と私の一振りで勝つことができました。また参加された皆様、ご苦労様

でした。 

§上杉哲也会員  昨日の野球の試合、お疲れ様でした。今年は練習も参加できておらずすみませ

ん。是非出席したいと思っています。 

§髙橋順也会員  昨日、ナイターリーグ戦で初めてまともなピッチングができました。皆さんの

お蔭です！続けられるよう祈ります。 

§熊倉 学会員  暑いですね！負けずに頑張りましょう！ 

§寺田美智子会員 暑い日が続いております。皆さんお元気で過ごしましょう。 

§樋口富之会員  暑い日が続きますが体調に気を付けましょう。ニコニコします。 

§市川優子会員  こんにちは!!夏本番です。皆様、毎日暑い日が続きますのでお身体にご自愛く

ださい。 

§河野慶太会員  平和な日なので。 

§加藤緑平会員  欠席が多くご迷惑をお掛けしております。可能な限り出席させていただく為に

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  34,000 円 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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  §本日例会終了後、地区親善野球大会実行委員会を開催致します。 

 

   

   友愛委員会 髙橋順也常任委員長 

     プログラム委員会 髙橋順也委員長 

     出席委員会・ニコニコボックス委員会 山口友邦委員長 

     ファミリー委員会・活性化委員会 上杉哲也委員長 

    情報委員会 岩﨑正日登常任委員長 

     ロータリー情報委員会 岩﨑正日登委員長 

     ソーシャルメディア・広報担当 河野慶太委員長 

     会報担当 熊倉 学委員長 

     雑誌・資料担当 湯浅 定委員長 

    会員組織委員会 古矢幸伸常任委員長 

     会員増強委員会 古矢幸伸委員長 

     会員選考・職業分類委員会 橋本 泉委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日付 プログラム 時間 例会場 

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   

 

   野球愛好会報告      古矢 幸伸 会員 

 

 

 

 

   各委員会活動計画発表 

 

 

 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   34名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   27名   前々回訂正    0名 

欠席数     7名   前々回訂正率  

出席率  79.41％       100％ 

 

次回例会予定 

 

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） 


