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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。 

本日の会長の時間は、ＩＭについてのお話です。 

ＩＭとは、Intercity Meeting ( インターシティー・ミーティング ) の頭文字で、 

近隣都市の複数のクラブで実施する都市連合会のことです。私たちのクラブが所属する第 3グ

ループは、Ａ・Ｂを合わせると 10クラブありますので、来月、2月 23日に開催される 第 3グ

ループＩＭには、宇都宮の 10クラブのロータリアンが一堂に集まります。 

そして、このＩＭの開催は、ガバナー補佐が主催して開かれることが多く、グループ単位や、

その都市内の数クラブの会員が集まり、合同で行われます。また、このＩＭでは決議や決定は

なく、ＩＭへの出席はメークアップとなります。 

ＩＭの目的は、会員相互の親睦と知識を広めることですので、クラブ会員、全員参加型とな

っています。さらに、会員にロータリーの情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催され

ます。テーマについては、ロータリーのこと、そして、一般社会のことなど、そのとき話題に

なっていることや考えなければならない問題点など 多岐にわたります。形式も講演、フォーラ

ムなどいろいろあります。この会合では、知識を広め、深めるとともに、グループ内の会員の

親睦も重要な目的となっていますので、懇親会も併せて開催されます。 

来月、2月 23日に宇都宮グランドホテルにて 第 3グループＩＭが開催されます。他クラブの

会員もたくさん参加しますので、是非、この機会を利用して親睦を深めて下さい。 

本日は、以上です。ありがとうございました。 

 

 

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

 

 

 

   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 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告 

 

 

 

 

1 月 第 2 例会          

2019 年 1 月 15 日(火)     会員数 39 名 出席数 26 名 
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   §今年度の IMが 2月 23日にグランドホテルにて開催されます。 

    出欠表を回覧致しますのでチェックを宜しくお願い致します。 

§本日は例会終了後理事役員会を開催いたします。宜しくお願い致します。 

回覧 

§第 20回 RI囲碁大会のご案内です。 

§IMのご案内と出欠表です。 

§第 2回新入会員研修セミナーのご案内です。 

お知らせ 

＊本日 1月 15日は・・・「小正月」と「上元」 

 7日までの松の内を「大正月」と呼ぶのに対し、15日を「小正月」と言う。 

松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で、「女正月」という地方もある。    

  ｢上元」 

  この日に小豆粥を食べるとその一年中の疫病が避けられると言われている。 

  ⇒ 下町の江戸っ子は 

   女正月に男衆が小豆粥を作り妻や母をねぎらった。 

 

    

長  正英  会員 ロータリー米山記念奨学会委員長・地区運営委員・危機管理委員 

    岩﨑正日登 会員 青少年交換委員長 

熊倉  学  会員 第 3グループ Aガバナー補佐・地区運営委員・国際大会参加委員 

財団補助金委員長 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。1月から新しいテーブルになりました。テーブルミーティ

ングを開催し、親睦を深めてください。 

§湯浅 定会長エレクト 

  インフルエンザが流行しています。皆様気を付けてください。 

  ゴルフ愛好会の活動お願い致します。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。今週から寒さが一層厳しくなるようです。インフルエンザも大流

行しています。ご自愛ください。 

§関 夫美会員  皆様こんにちは。先日の新年会、お疲れ様でした。楽しい時間を過ごさせてい

ただきました。ありがとうございました。 

§樋口富之会員  誕生祝いのワインありがとうございました。テーブルのメンバーが新しくなり

ました。テーブルミーティングをお願い致します。加藤緑平会員、元気そうで

何よりです。 

§杉本 勝会員  新年会お疲れ様でした。今年も 1年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  14,000 円 

   幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

   第 2550 地区 2019-2020 年度 地区委員 委嘱状 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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§議題：奉仕活動について 

奉仕プロジェクト委員会 三井良春委員長により、現在実施している社会奉仕活動について今

後の奉仕活動について活発な意見交換が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1107 回 

1 月 29 日(火) 

会員卓話：加藤紀夫会員 

「AI（人工知能）について」 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1108 回 

2 月 5 日(火) 

クラブ協議会 

会員増強について：古矢幸伸会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1109 回 

2 月 12 日(火) 

招待卓話：宇都宮大学 国際学部 

准教授 清水 奈名子 様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1110 回 

2 月 19 日(火) 

招待卓話：防衛省 自衛隊 

栃木地方協力本部長 諸石 正弘 様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1111 回 

2 月 23 日(土) 

2018-2019 年度 RI 第 2550 地区 

第 3 グループ IM 
15：30～20：00 別途確認 

2 月 26 日(火) 振替休会 （2 月 23 日 IM） 
  

 

  クラブフォーラム 

 

 

 

 

   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   39名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   26名   前々回訂正    0名 

欠席数    13名   前々回訂正率  

出席率  66.67％        法定休日 

 

次回例会予定 

 

第 1106 回 1 月 22 日(火) 

クラブ協議会 

進捗状況報告 


