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 2018-2019年度 第 1092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「奉仕の理想」「四つのテスト」 

 

    みなさんこんにちは。 

金曜日に開催された ガバナー主催 第 24回 親善野球大会 前々夜祭 お疲れ様でした。 

仲田年度、初のホストクラブとしての行事でしたので、とても緊張して疲れました。おかげさ

まで大成功を収める事が出来、しっかりとホストを務める事が出来たと思います。これも全て、

実行委員会をはじめ、クラブの会員の皆様のご協力のおかげです。本当にありがとうございま

した。 

また、日曜日の野球本大会は、台風直撃という事で中止となりました。とても残念で仕方あ

りません。大会は中止となりましたが、前々夜祭を含め、大会当日まで段取り等に尽力してく

れた実行委員会、そして、クラブの皆さん、本当にご苦労様でした。 

本日は、前々夜祭で、フラダンスを披露してくれた、当クラブの米山記念奨学生 ミンさん

による米山記念奨学生卓話となっています。宜しくお願いいたします。 

 

 

   §10月のロータリーレート 1ドル＝112円  

§本日例会終了後 第 4 回理事役員会を行います。 

   §来週 10月 9日はガバナー主催親善野球大会の振替休会となっております。 

    テーブルに有ります「今月の予定」を今一度ご確認ください。 

§現況報告書が届いております。レターボックス配布 

 

   回覧 

   §10月 16日は川名ガバナー補佐訪問およびクラブ協議会となっております。 

    ご都合悪く欠席される会員の方は必ず代理の方を立ててください。 

§『地区ロータリー公共イメージ並びに会員増強セミナー』開催について  

§RLIセミナーについて 

   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 

 

 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

10 月 第 1 例会          

2018年 10月 2日(火)      会員数 37名 出席数 24名 

TEL:028-
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  お知らせ 

  §本日 10月 2日は・・・ 

        国際非暴力デー（International Day of Non-Violence)  2007年 6月の国連総会で制定。 

インド独立運動の指導者で、非暴力を説いたマハトマ・ガンジーの誕生日。 

 

 

   §米山奨学生 チャンティー・トゥイト・ミンさんに奨学金の支給がございました。 

 

 

    1年間で 3回受講します。3回の内どの研修から出席しても 

良いので多忙な皆様方にも受講しやすいと思います。 

（例：1-2-3 ・ 2-3-1 ・ 3-1-2 ） 

（或いは 1年に 1講座受講し数年に渡っても可） 

 現に 1年に 1講座で 3 年かけて終了した方もおりました。 

因みに私は「見学」を含め 4回受講し、2年かかりました。 

入会 3か月の会員から次年度会長、幹事、パストガバナー、 

ガバナーノミニー等々多くの方々が受講されています。 

「ロータリーと自分を磨く」に打って付けの研修です。 

 

 

   本人誕 生日 田中豊治会員・山口友邦会員 

   配偶者誕生日 市川優子会員・長 英明会員 

   結婚記 念日 熊本泰久会員・橋本 泉会員・佐藤 節会員 

 

 

   ロータリーの友 10月号 

   ・横書き P3 RI会長メッセージ ポリオについて 

   ・横書き P6 ロータリーとは「ロータリーの誕生とその成長」 

「歴史でつながる―明治 150年を記念して」 

   ・横書き P13 米山記念奨学会「新旧理事長対談」 

   ・横書き P24 2019年国際大会ハンブルグ紹介 

   ・縦書き P 9 クラブを訪ねて「例会を月 2回にする決断 100歳の長老会員が理解を示す」 

   ・縦書き P14 「心に残っている言葉」前橋東 RC馬場 誠会員 

   ・縦書き P16 わがまちの味 

   ・縦書き P18 「卓話の泉」 

   ・縦書き P22 ロータリーアットワーク 

   ・縦書き P27 熱中症予防にクエン酸ドリンク 大田原ロータリークラブ 

   米山記念奨学会報告 

 

 

 

    RLI 研修修了報告         熊倉 学 会員 

 

 

 

 

   10 月のお祝い 

 

 

 

 

   ロータリーの友紹介       湯浅 定 雑誌・資料委員長 
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§仲田真介会長  皆さんこんにちは。第 24回親善野球大会 前々夜祭お疲れ様でした。日曜の本

大会は、台風のため、中止となりましたが、クラブを挙げてのご協力ありがと

うございました。感謝の気持ちを込めてニコニコします。 

         野球愛好会の皆さん。金曜日の前々夜祭お疲れ様でした。本大会は台風で中止

となりましたが、当日までのほぼ全ての段取り等に尽力してくださった古矢大

会事務局、ありがとうございました。本当に大変だったと思います。改めて感

謝を申し上げニコニコします。 

§熊本泰久幹事  皆さんこんにちは。結婚記念のお花、ありがとうございました。お蔭様で忘れ

ないで住みました。 

§加藤紀夫会員  9月 30 日の親善野球大会は中止となってしまいましたが、28日の前々夜祭は

盛況で大成功だったと思います。会員の皆様、ご協力ありがとうございました。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。先日の親善野球大会前々夜祭にご協力大変ありがとうございまし

た。本大会は雨となり中止できたが、皆様のご協力に感謝致します。30日～1

日にかけ台風被害が多数出ております。今週も来る予報です。対策しましょう。 

§熊倉 学会員  過日の野球大会「前々夜祭」実行委員会の皆様方、会員の皆様方、大変ご苦労

様でした。しかし、台風のため日曜日の野球大会は中止になってしまい誠に残

念でした。その日曜日に私は RLI(ロータリーリーダーシップ研修会)があり受

講して来ました。3回コースで、今回がその 3回目で修了し、RLI 修了のバッ

ジをいただくことができました。とても素晴らしい研修なので、我と思わん方

は是非行かれることをお勧め致します。 

§髙橋順也会員  前々夜祭大変お疲れ様でした。チャーミー(台風 24号)に振り回された 1週間

でした。 

§樋口富之会員  10月になりまして、テーブルのメンバーが変わりました。テーブルミーティン

グの開催をお願い致します。 

 

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  17,000 円 

 

 

   §9月 28日(金)の前々夜祭にご協力いただきまして誠にありがとうございました。 

    §雨天中止となった本大会は、日を改めて開催を予定しております。引き続き皆様のご協力を  

よろしくお願い致します。 

 

 

    米山奨学生 チャンティー・トゥイト・ミン（ベトナム） 

          宇都宮大学 農学部 4 年生 農業生命化学課 

    ※自己紹介とベトナムの紹介がございました。 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

   地区親善野球大会実行委員会報告   加藤 紀夫 実行委員長 

 

 

 

 

   米山奨学生卓話              
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日付 プログラム 
時間 

例会場 

第 1094 回 

10月 23日(火) 

招待卓話 

「貧困児童・児童虐待について」  

(一社)栃木県若年者支援機構  

代表理事 中野 謙作 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1095 回 

10月 28日(日) 

2018-19 年度 国際ロータリー 

第 2550 地区 地区大会 
8：30 登録開始 宇都宮グランドホテル 

第 1096 回 

10月 30日(火) 
ガバナー公式訪問 12：00～ 12：00～14：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告   杉本 勝 副委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   24名   前々回訂正   27名 

欠席数    13名   前々回訂正率  

出席率  64.86％        72.97％ 

 

次回例会予定 

10 月 9 日(火) 

振替休会（9/30 親善野球大会） 

 

第 1093 回 10 月 16 日(火) 

ガバナー補佐訪問 12：30～14：30 


