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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

● 第 2550地区 ガバナー 伊東永峯 様（宇都宮西 RC） 

● 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） 

● 随行者 黒崎裕康 様・安達尭一 様（宇都宮西 RC） 

 

みなさんこんにちは。本日は、ガバナー公式訪問です。 

伊東カバナー 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。ま

た、随行員として、宇都宮西ロータリークラブの安達様と黒崎様がおいで下さいました。宜し

くお願い致します。そして、第 3グループ A 川名ガバナー補佐、三度目のご来場ありがとうご

ざいます。宜しくお願い致します。 

金、土、日と開催された、地区大会ですが、出席をして頂いた会員の皆様におかれましては、

朝早くから長時間に渡り、本当にありがとうございました。ご協力に感謝いたします。また、

伊東ガバナーをはじめ、宇都宮西ロータリークラブの皆様、地区大会開催にあたり本当にお疲

れ様でした。 

土曜日の会長・幹事会 地区指導者育成セミナーの中で、鈴木 地区研修リーダーから「ロー

タリーの友」のお話がありました。お配りの資料をご覧ください。 

表紙のロータリーの友と書いてある上の部分ですが、9月号までは、ローマ字でＴＨＥ ＲＯ

ＴＡＲＹ－ＮＯ－ＴＯＭＯとなっていました。 

これだと見方によっては「ＮＯ－友」 

と見えてしまいます。 

ですので、10月号から、ＲＯＴＡＲＹ  

ＷＯＲＬＤ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＲＥＳＳ  

(ロータリー ワールド マガジン プレス) 

と変更になりました。 

 

 

   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 

 

 

 

 

10 月 第 5 例会          

2018年 10月 30日(火)     会員数 37名 出席数 29名 
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この変更部分に気付いた人はいましたか？私は、お恥ずかしながら気づきませんでした。そ

して、日曜の午後の各種表彰では、昨年の寺田年度で参加したスポルトかわち「Ship」挑戦！！

リレーマラソンがガバナー賞を受賞いたしました。寺田 直前会長がクラブを代表して受賞いた

しました。おめでとうございます。 

今年度も、11月 18日に社会奉仕新規事業として大谷の清掃活動プロジェクトを開催いたしま

す。この事業は、担当者だけではなく、クラブ全員で一つの事業を成し遂げようという気持ち

を込めて提案させて頂きました。「ロータリーの友」のロータリーアットワークに投稿したいと

思っています。宜しくお願い致します。 

 

 

   §地区大会へのご協力ありがとうございました。本会議にて寺田年度の「スポルトかわちリレー

マラソン事業」に対してガバナー賞をいただきました。 

§当クラブのロータリー財団寄付「年次基金」《 全会員かつ 1人あたり 100$以上達成 》に 

対し表彰されました。 

§来週の 11月 6日は休会となっております。 

    テーブル内の回覧板でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   回覧 

   §当クラブの米山奨学生 ミンさんの作品が出来上がりました。 

それぞれテーマがあります。ミンちゃんに直接聞いてあげてください。 

   

お知らせ 

  §本日 10月 30日は・・・  

＊たまごかけごはんの日（日本）  

2005年のこの日に島根県雲南市で開かれた「第 1回日本たまごかけごはんシンポジウム」にお

いて制定。 

 

 

 

 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/島根県
https://ja.wikipedia.org/wiki/島根県
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 長寿会員表彰 

 

    藤井モト会員 

 

    荒木貞雄会員 

 

 

 

 

§第 2550地区ガバナー伊東永峯様より寸志としていただきました。 

§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) 

         本日はよろしくお願い致します。 

§黒崎裕康様(宇都宮西 RC) 

         本日はよろしくお願い致します。 

§安達尭一様(宇都宮西 RC) 

         陽北ロータリークラブの皆様、本日はガバナー訪問随行でお邪魔しました。勉

強させていただきます。よろしくお願い致します。 

§仲田真介会長  伊東ガバナー、本日はご指導の程、よろしくお願い致します。また、地区大会

に参加した皆様、本当にお疲れ様でした。ニコニコします。 

§湯浅 定会長エレクト 

  こんにちは。伊東ガバナー、川名ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致しま

す。心より歓迎致します。 

§熊本泰久幹事  皆さんこんにちは。伊東ガバナー、公式訪問よろしくお願い致します。 

§佐藤 節会員  伊東ガバナー、公式訪問ありがとうございます。本日よろしくお願い致します。 

§藤井モト会員  伊東ガバナー、ようこそお出でくださいました。よろしくご指導お願い申し上

げます。 

§高橋和夫会員  伊東ガバナー、本日ご訪問ありがとうございます。今後ともご指導よろしくお

願い致します。 

§熊倉 学会員  本日の「伊東ガバナー公式訪問」を楽しみにしておりました。過日の、盛大で

素晴らしい地区大会、誠におめでとうございました。本日もよろしくお願い致

します。 

§岩﨑正日登会員 伊東ガバナー、公式訪問ありがとうございます。本日はよろしくお願い致しま

す。 

§西山 穣会員  伊東ガバナー、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願い致します。 

§寺田美智子会員 伊東ガバナー、ようこそいらっしゃいました。ご指導の程、よろしくお願い致

します。 

   地区表彰 

 

 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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§長 正英会員  伊東永峯ガバナー、地区大会大成功おめでとうございます。本日はどうぞよろ

しくお願い致します。私も地区大会では初めての地区米山記念奨学会委員長と

して精一杯させていただきました。これもクラブの皆様のご協力のお蔭と感謝

しております。ありがとうございました。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。伊東ガバナー、川名ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致しま

す。 

§山口友邦会員  伊東ガバナー、本日はご指導の程、よろしくお願い致します。 

§市川優子会員  伊東ガバナー本日はお世話になります。どうぞご指導よろしくお願い致します。 

§杉本 勝会員  伊東ガバナー公式訪問ありがとうございます。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  47,000 円 

 

 

 

    国際ロータリー第 2550 地区 

 

    ガバナー 伊東永峯 様 

 

 

10月 16日から行われました、2018-2019年度地区大会は奇跡と 

言うべき天候に恵まれ、良い内容で行われたと思っております。 

皆様方の多大なるお力沿い、ご支援をいただきまして終了でき 

ましたことを改めて御礼申し上げます。 

 

最初に、会長が点鐘された黄色の鐘でありますが、 

これは、日本ロータリークラブ創立 100周年を記念して、 

東京ロータリークラブがつくりました。そして、全国の 

34の地区に、この鐘を贈呈され、2550地区にもこの鐘を 

いただいたわけであります。 

銘板には、この地区のクラブ名が創立年代により記載されております。 

 

ガバナーとして皆様にお話するのは 2点あります。まず 1店は RI会長 

    バリー・ラシン会長のメッセージを伝えること。2 点目は 2018-2019 年度第 2550 地区の地区目

標、地区方針を申し上げることです。 

     3 年前、ガバナーノミニーに指名されました。1 月 14 日に地区ガバナー指名委員会より、宇

都宮西ロータリークラブよりガバナー選出の要請がありました。私にお声がかかり、家族とも

相談しお引き受けすることに致しました。ガバナーと言う仕事がどれ程大変な事かが受けてみ

て分かりました。ですが、地区内 51クラブをお尋ねして本当に多くのロータリアンの皆様と知

り合えたことが大きな宝だと思いました。 

3年に一度の規定審議会では「ロータリークラブの柔軟性」として大きく規定が変わりました。

   ガバナーアドレス              
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1業種 1名が 5名、職業の拡大として主婦や職業を持たなくても良いとされました。そこで私は、

ロータリーを創立したポール・ハリスを考えてみようと思っておりました。 

ガバナーエレクト研修セミナー(GRTS)は 3回あります。都内で 2回、今年 1月 14日にサンデ

ィエゴに於いて、世界各国約 700名が揃いました。プログラムの中に、今年度 RI会長のバリー・

ラシン会長の「すべてはたった一人の男のインスピレーションから始まった」と掲載があり、1

人とはポール・ハリスのことであります。 

1868年生誕 150年となり、「インスピレーション  いたるところに」をテーマにトロントで開

催された第 109回ロータリー国際大会。世界中から 25,652人のロータリアンが一堂に会し、親

睦と国際性を楽しみました。 

RI 会長の方針は、“BE THE INSPIRATION”「インスピレーションになろう」です。このテーマ

ロゴは、波を表しています。ラシン会長のバハマの波です。バハマはアメリカフロリダ半島の

ちょうど東側で、700位の小さな島で出来ている国です。「海抜 1メートル位、後 50年もすると、

私の国は無くなってしまうだろう。」とおっしゃっておりました。自然環境もロータリアンとし

て考えて行かなければならないという気持ちだと思います。 

“BE THE INSPIRATION”インスピレーションをもって、ロータリーの奉仕は人々の人生、そ

して地域社会を支えるものです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現するために、私達はロ

ータリーにおける自分の役割、そして世界におけるロータリーの役割をこれからももっと違う

角度でとらえることが必要であります。公共イメージに重点を置き、ソーシャルメディアを活

用し会員基盤を築き、奉仕のスケールアップを助長してくれるパートナー組織に注目してもら

う必要があります。 

一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、私達が今日直面する課題に勇気と希望、そして

創造性をもって正面から立ち向かう意欲をクラブ、地域社会、そして組織全から引き出すため

の「インスピレーション」となる必要があるのです。と言っております。 

RI 会長のテーマを共有した考えを持ち、そして各委員会でもインスピレーションという前向

きな考えで、委員会の活動をしっかりと話し合っていただきたいと思います。地区として何を

しようかと考えたとき、「ポール・ハリスを語ろう」という 1年にしたいと思いました。 

 

1．ポール・ハリス生誕 150 周年記念事業の実施ポール・ハリスは昭和 10 年 2 月 9 日、日本を

訪れました。東京ロータリークラブにステイして、帝国ホテルの中庭に記念として月桂樹を植

樹されました。後にホテルの改修で移植されましたが、枯れ死寸前になってしまいました。挿

し芽をしてなんとか生き返り、その三世の月桂樹が桐生ロータリークラブにあると知りました。

そこで、桐生ロータリークラブから木をいただき、その挿し芽を宇都宮グランドホテルのチャ

ペルの前に記念植樹しようということを、今年度の大きな目標に掲げさせていただきました。

ポール・ハリスが生まれて 150 年の時にこの月桂樹を植樹したということ、そこにロータリー

というものの歴史が刻まれるのではなかろうかと考えたわけでございます。地区大会の時に記

念植樹祭を行ないました。 

2．ロータリー財団への支援 

ロータリー財団は 1917 年、RI 会長アーチ・クランフが始めました。RI へ寄付したお金が 3

年後に地区に返ってきます。それを利用して各地区で役立てて欲しいということです。 

3．米山記念奨学会への支援 

米山記念奨学会は米山梅吉さんの名前をとって始まりました。栃木市上都賀郡西方村出身の
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古沢丈作が遺志を継いで米山記念奨学会をつくりました。現在、米山記念奨学生は約 700名で、

毎月奨学金を提供してその勉学を支えています。月に、一人当たり 10～14万円、現在 750名お

ります。このような人づくり、平和と国際親善こそが、奨学事業の目的であり、ロータリーそ

のものであります。ご支援をお願い致します。 

4．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）の推進 

太城年度より始まった研究会です。年 3 回の研修を受けてリーダーを育てよう、会の進め方

を研究しようということで、今募集しています。是非、若い方にご参加いただければと思いま

す。8月、9月、12 月に作新大学で行ないます。 

5．1クラブあたり 2名の純増目標 

会員が多くないと活動も出来ません。是非、皆様のご協力をいただきたいと思います。 

6．出席率向上とメークアップの奨励 

他クラブを知ることは大切な事です。知り合いを増やすことも大切な事です。推薦された方

が推薦した方を連れてどちらかの例会に一度出ていただきたいと思います。ロータリーバッチ

を付けることによって世界 120 万の友達ができます。是非ご活用いただき、世界中に友達を作

ってください。ラシン会長のテーマ、目標のお話、私の地区目標、どうぞご理解いただきまし

てご協力くださいますよう、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   バナー交換・炉辺会合・記念撮影             
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日付 プログラム 時間 例会場 

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 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   37名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   29名   前々回訂正   25名 

欠席数     8名   前々回訂正率  

出席率  76.38％        67.57％ 

 

次回例会予定 

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 取締役社長 


