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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 
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§ 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「それでこそロータリー」「四つのテスト」 

 

   

 みなさんこんにちは。 

当クラブ、宇賀神会員のお父様が 8月 29日にご逝去（せいきょ）されました。 

心より謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

本日の会長の時間は、ロータリーの友 1月号の記事の中に、オーストラリア・シーフォード

RCの「クラブイノベーション」の記事がありましたので紹介したいと思います。 

各テーブルに資料を配布しましたので、ご覧ください。 

まず、「イノベーション」とは、「革新」「一新」などの意味を持つ言葉です。日本で使われる

「イノベーション」には、「革新」「一新」という意味のほかに、「技術革新」「大きな変化」「新

しい活用法」などの意味を持つこともあります。 

このシーフォード・ロータリークラブがイノベーションとして強調しているのは、 

あくまで地域社会に対する奉仕であり、例会よりも、奉仕活動に重点を置いている事です。 

クラブ会員数は現在 28名、会員の 3分の 2が女性のクラブです。主な活動としては、家庭で

食事を取るのが難しい子供たちに食事を提供する地元の慈善団体「Breakfastbellies」ブレッ

クファーストベリーズ を支援しています。例会よりも 地域への奉仕活動に重点を置くこと

を望んだ このクラブは、毎月の例会を、子どものいる会員にとって都合の良い、第 1木曜日

の夕方と第 3日曜日の午後の 2回に制限する事に決めました。 

また例会場は、ロータリアンの家や地元のレストラン、またホテルや書店、コーヒーショッ

プなど例会に堅苦しい決まりはないと決めているそうです。招待卓話は、クラブの活動に直接

関係がある人を 4回に 1回 招待しているようです。 

世界のロータリークラブの様々な奉仕活動を知ることにより、ロータリーの奉仕活動や捉え

方について柔軟な考えが生まれ、固定概念にとらわれる事が なくなるのかなと思いました。 

本日は、湯浅 クラブ奉仕委員長による クラブフォーラムとなっています。宜しくお願い

いたします。 

 

   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 

 

 

 

 

9 月 第 1 例会          

2018 年 9 月 4 日(火)      会員数 37 名 出席数 24 名 

TEL:028-
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   §9月のロータリーレートは 1ドル＝112円 となっております。 

§社会福祉法人栃木いのちの電話より会報が届いております。 

§本日の例会はクラブフォーラムとなっております。 

§本日例会終了後 第 3回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

  回覧 

§2019年 6月 1日より開催されますハンブルグ国際大会のご案内が届いております。 

  お知らせ 

  §本日 9月 4日は・・・ 

   1994年 9月 4日午前 0時、関西国際空港が開港した。世界初の本格的な海上空港で、日本初の

24時間運用空港でもある。 

 

 

  §米山奨学生 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。 

 

 

  §ロータリーの友 9月号紹介（ロータリーの友月間） 

   ・横書き P8食品ロス・P13子供食堂・P15「友」を支えるロータリーの友地区代表 

P35米山記念奨学事業の基礎知識 

   ・縦書き P4包括的子供食堂・P13周年事業のすすめ 

 

    

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。湯浅クラブ奉仕委員長、本日のクラブフォーラムよろしく

お願い致します。また、当クラブがホストを務める第 24回地区親善野球大会

が近付いて参りました。大会事務局長の古矢会員も本番に向け、一生懸命、準

備を進めてくれています。無事に成功を納める為にも、クラブの皆様に於かれ

ましては、何卒、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

§熊本泰久幹事  昨日、野球リーグ戦に参加しました。見事なエラー4つで 5点を献上しました。

ニコニコ反省致します。 

§寺田美智子会員 9月 2日主人の命日に綺麗なお花が届きました。ありがとうございました。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。昨日、野球リーグ戦、第 2戦がありました。熊本さんの一振りで

サヨナラ勝利となりました。とても楽しく野球ができました。 

§上杉哲也会員  昨日の試合お疲れ様でした。 

§樋口富之会員  本日は台風が接近していますが、皆様気を付けましょう。暑さが一段落してニ

コニコします。 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告 

 

 

 

    雑誌委員会報告          湯浅 定 委員長 

 

 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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§関 夫美会員  先日、シベリア抑留をテーマにした舞台を観てきました。「平和」のありがた

さを強く感じました。そして三食食べられることがどれ程幸せな事かと心から

思いました。 

 

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  11,000 円 

 

 

   

会 員 誕 生 佐藤  節 会員・古矢幸伸 会員 

髙橋孝明 会員・杉本 勝会員 

     配偶者誕生  河野慶太 会員・岩﨑正日登 会員 

加藤緑平 会員・杉本 勝会員 

 結 婚 記 念 髙橋孝明 会員・杉本 勝会員 

寺田美智子 会員(御命日) 

 

 

 

    

§ 野球大会協賛のお願いしております。協賛金は企業広告としてパンフレットに掲載致します。 

     皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

    

    クラブ奉仕委員長 湯浅 定 委員長 

 

    §周年事業について討議されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 月のお祝い事         上杉 哲也 ファミリー委員長 

 

 

 

 

   地区親善野球大会実行委員会報告     古矢 幸伸 事務局長 

 

 

 

 

   クラブフォーラム 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   24名   前々回訂正    0名 

欠席数    13名   前々回訂正率  

出席率  64.86％         100％ 

 

次回例会予定 

 

第 1088 回   9 月 11 日(火) 

招待卓話 「教育について」 

作新学院 学院長 船田 元 様 

        （宇都宮東 RC） 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1089 回 

9月 18日(火) 

招待卓話「ロータリーの友について」 

ロータリーの友 地区代表委員 

加藤 勝朗 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1090 回 

9月 25日(火) 

クラブ協議会 

地区親善野球大会前々夜祭最終確認 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

9月 28日(金) 
RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会前々夜祭 
別途お知らせ ベルヴィ宇都宮 

9月 30日(日) 
RI 第 2550 地区  

第 24 回親善野球大会 
別途お知らせ 河内総合運動公園 

 

 

                              

大好評の夏のイベントに続き 

秋にはベルヴィでゆったりお過ごし

いただけるイベントの開催が決定い

たしました！！ 

  

9月 24日(Mon) 18：00～月見の宴を 

開催いたします ！！ 

  

  

箏の生演奏 

                              こだわりの日本料理など秋を感じて

頂けるイベントとなっております♪ 

  

大好評ご予約受付中です ！！ 

チケットはベルヴィにて販売致して

おります。まずはお気軽にお問い合

わせください♪ 

TEL 028-633-1165 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

   お知らせ            上杉 哲也 会員 

 

 

 

 


