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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

みなさんこんにちは。 

川名ガバナー補佐ようこそおいで下さいました。本日は、ご指導よろしくお願い致します。 

本日の会長の時間は、『出席について』お話ししたいと思います。 

インターネットのマイロータリーの中に『クラブ運営の柔軟性』というのが記載されていま

す。内容は、2016年の規定審議会で、ロータリークラブの柔軟性を高める変更が採択されたも

のです。この変更は、クラブ例会頻度、場所、形式、会員種類に影響を及ぼすものとなってい

ます。 

その中に『例会スケジュールを変更』というのがあります。これは、クラブ単位で例会の開

催曜日、開催時間、開催頻度を変更できるというものです。ただし、少なくとも月に 2回、例

会を開かなくてはなりません。とあります。 

従来の定款では、出席率を重んじ、連続して 4回の例会欠席、そして、メークアップもなし

の場合、クラブ理事会において、会員の会員身分を終結する事ができる。となっていました。

それを考えると、大幅に緩和された内容になったと思います。私個人の考えとしては、「例会に

出席して、顔と顔を合わせて会話をし、親睦を深める。」それが当たり前になってしまっている

ので、良いか悪いかは 何とも言えません。しかし、時代に合わせ厳格な出席主義を抑え、柔

軟性を取り入れていくことの必要性も今後、模索していかなくてはならないのかなとも思いま

した。 

本日は、ガバナー補佐訪問という事で川名ガバナー補佐とクラブの運営について大いに意見

交換し、そして、ご指導をいただきたいと思っております。宜しくお願いいたします。 

 

 

   §来週末 10月 26～28日は地区大会となります。 

§10月 30日(火)は、伊東永峯ガバナー公式訪問となります。写真撮影がございますので、集合時 

間をご確認ください。 

   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 2 例会          

2018年 10月 16日(火)     会員数 37名 出席数 24名 

TEL:028-
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   回覧 

   §『2018-19年度 地区危機管理研修会』開催について 

§『国際ロータリー第 2550 地区 社会奉仕研究セミナー』開催について  

§伊東ガバナー公式訪問 日程およびご案内 

 

  お知らせ 

  §本日 10月 16日は・・・  

＊世界食料デー （World Food Day)   1981年国連食糧農業機関（FAO)で制定。 

＊ボスの日 

   1958年パトリシア・ベイ・ハロキスさんが経営者の父の為に提唱。【アメリカ】ボスを昼食に誘

ったりプレゼントをしたりする。 

   日本では 1988年からデパート業界が実施している。 

 

 

    米山月間のため、他クラブへ卓話に行ってきました。 

2日葛生 RC例会：奨学生のネパール出身のマハラザン・サハン・シラさんを同行して卓話。4

日宇都宮北 RC例会：奨学生のセネガル出身のベング・モハメド・ラミン君を同行して卓話。 

10日鹿沼東 RC例会：移動例会として西方町金崎駅前の料理店で、古澤丈作翁の姪の古澤せいさ

ん(93歳)から丈作さんの思い出を古いお写真を見ながらお聞きしました。その後近くにある生

家を訪問しました。 

7～8日米山学友会の研修旅行に会津方面へ行ってきました。初日は、会津若松市の日新館、

午後は鶴ヶ城を見学し、幕末の日本の歴史を勉強しました。その日の夜、学友会総会、そして

懇親会、カラオケ大会、深夜 2時ごろまで語り合いました。次の日は、喜多方を訪れ、江戸時

代から続く日本酒の醸造所を見学し、喜多方ラーメンをいただきました。帰りの大内宿に立ち

寄り江戸時代の街並みを味わいました。バスの中では、恒例のビンゴゲームで盛り上がり帰路

につきました。毎年ながら、奨学生のパワーに圧倒されました。 

明日、17日に鹿沼中央 RC、23日に小山南 RCを訪問する予定です。 

 

 

     RLIパート 2研修修了致しました。この研修は日本全国どこでも行っている研修ではありませ

ん。当 2550地区での取り組みに対し、他地区よりパストガバナーやガバナーノミニーの多くの

方々が参加されています。もちろん入会 3か月の方々も参加しております。是非皆様のご参加

をお勧め致します。 

【参考】（RLI 日本支部委員長 2004－06 年 RI 理事 南園義一氏 抜粋） 

※ ロータリーリーダーシップ研究会（RLI）とは！ 

丁度、アメリカから始まり、全世界に広まりつつある Rotary Leadership Institute(RLI）ロー

タリーリーダーシップ研究会の活動は、まさに草の根の活動であり、RLI はロータリアンの知

識を啓発し、また、将来のロータリークラブの指導者を養成するための全世界の地域と地区の

連合体組織です。 

   地区米山記念奨学会報告        長 正英 委員長 

 

 

 

 

   RLI 研修修了報告           熊倉 学 会員 
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RLI はロータリーの組織や活動に関して、正しく、深い知識を持ち、高い教育的な経験を備え

た指導能力のあるロータリアンを支援するために活動しており、日本のロータリー米山記念奨

学会と同じ様に、RI が承認した多地区合同プログラムです。 

この RLI の活動は、私達日本のロータリアンにとっても共鳴するところが多々あります。私

達は、日本の文化やロータリー活動の特徴を取り入れながら RLI に参加し、クラブやロータリ

アンの理解や指導力を高める活動を進めて行けば、必ず、日本のロータリー活動の発展に寄与

出来ると思っています。 

   ※ 研修の基本的コース 

研修の基本的コースでは、合計 3日間のコースが提供されます。基本的コースには、パートⅠ、

パートⅡ、パートⅢの部門があり、参加者は開催されているセミナーであれば、どの場所のコ

ースでも参加できます。合計 3つのコースが終了した時に、受講者には RLIピンと終了証書ガ

受与されます。次いで、ロータリーの様々な問題について深く研修する「卒業セミナー」を選

択することもできます。 

研修プログラムは、朝食会議、昼食、及び 6－7つのセッションから構成されています。セッ

ションのデスカッシﾖン・リーダーは、前もって、丸 1日掛けてオリエンテーション・プログラ

ムの講習を受け、RLI でのリーダーシップの方法について厳しい訓練を受けます。各リーダー

は、地区の RLI シニア・リーダーや地区ガバナー等によって推薦されます。リーダーを選ぶ場

合の選考基準は、議論を引き出す能力、即ち参加者の考えや意見を率直に引き出して討論し、

前向きなパワーを引き出す力を重視します。 

今後、各参加者がこのセミナーで得られた体験や成果を各クラブに持ち帰られてから、如何

にクラブの活動に還元し、クラブ一丸となって、将来へ向けてロータリー活動を展開させて行

けるかと言う点が今後の課題であろうと考えています。 皆様の RLI への参加と協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

§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 

         本日はよろしくお願い致します。 

§仲田真介会長  川名ガバナー補佐、本日はよろしくご指導お願い致します。 

§湯浅 定会長エレクト 

         川名ガバナー補佐ようこそお出でくださいました。また、10月 8日(月)ハイキ

ング同好会を行いました。ニコニコ致します。 

§熊本泰久幹事  本日はクラブ協議会、川名ガバナー補佐よろしくお願い致します。 

§佐藤 節会員  川名ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。 

§高橋和夫会員  川名ガバナー補佐、ご指導よろしくお願い致します。 

§藤井モト会員  川名ガバナー補佐、ようこそお出でくださいました。よろしくお願い致します。 

§熊倉 学会員  皆様こんにちは。先ず、川名ガバナー補佐のご訪問を歓迎致します。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

          先週の 10日に次年度ガバナー補佐の第 1回研修会がありました。次回は 11

月 8日に「ロータリー財団」と「米山記念奨学会」の研修です。長先生よろし

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 
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§岩﨑正日登会員 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越しくださいま

した。本日はどうぞよろしくお願い致します。 

§寺田美智子会員 川名ガバナー補佐、ご指導よろしくお願い致します。 

§上杉哲也会員  川名ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。 

§長 英明会員  先日は妻への誕生日プレゼントをありがとうございました。家族も大切にする

クラブなのだなと感じました。ありがとうございます。 

§関 夫美会員  まだまだ分からない事ばかりですので、皆様ご指導の程、よろしくお願い致し

ます。本日は川名ガバナー補佐、どうぞよろしくお願い致します。 

§杉本 勝会員  川名ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。 

 

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  27,000 円 

 

 

 

 

    第 2550 地区 第 3 グループ A 川名 悟 ガバナー補佐訪問 

 

    各委員会報告により、川名 悟ガバナー補佐よりご指導がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   クラブ協議会              

 

 

 

 

出席報告   杉本 勝 副委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   2名 

出席数   24名   前々回訂正   26名 

欠席数    13名   前々回訂正率  

出席率  64.86％        70.27％ 

 

次回例会予定 

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 
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日付 プログラム 時間 例会場 

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 

 

 

日付 プログラム 時間 例会場 

11 月 6 日(火) 振替休会（10/27-28 地区大会）   

第 1097 回 

11月 13日(火) 

新入会員卓話：物井慶太 会員 

（有）ル・フェステ 代表取締役社長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1098 回 

11月 18日(日) 

社会奉仕、職業奉仕（移動例会） 

事業：大谷の清掃活動プロジェクト 
 

別途確認になり

ます。 

11月 20日(火) 
振替休会（11/18 社会奉仕事業：大

谷の清掃活動プロジェクト） 
  

第 1099 回 

11月 27日(火) 

招待卓話：中村芳啓 様 

（株）TA インポート 代表取締役 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


