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 2018-2019年度 第 1106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） 

 

 

 

 

 

 

● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    みなさんこんにちは。 

先日、マイロータリーをのぞいていたら、ロータリー入会の理由は？というページがありま

した。本日は、その内容の一部を紹介したいと思います。 

カナダのチャタム・ケント市の警察官、ジェニファー・ジェイコブソンさんは、2009 年、

ロータリーの GSEプログラムで日本を訪問しました。彼は、「人生を変えるような素晴らしい

経験だった」と話しています。当クラブでも、熊倉会員が 2012-13 年度に GSE の団長として

フランスを訪問しています。異業種のメンバーとグループに参加し、常にグループで行動す

る事で、互いの職業から多くのことを学んだそうです。彼がロータリーの素晴らしさに気づ

いたきっかけは、日本のロータリアンとの交流だったそうです。優しさと思いやり、そして、

おもてなしの心が伝わってきて本当に感動したそうです。その数年後、彼は、3カ月間のロー

タリー平和センタープログラムでタイに留学し、ロータリー入会への決意が固まったそうで

す。GSE参加後、入会を考え、留学を機に、考えから 入会しなければ に変ったそうです。 

彼は、ロータリーから得たものは、あまりに大きいと語っています。現在、警察署で保安官

を務める彼は、児童虐待といった問題に日々直面し、人間の醜さを目にすることがあるそう

です。しかし、クラブの仲間たちといる時は、人間の優しさに触れられ、だからこそロータ

リーが大切だと言っています。 

他にも、マイロータリーの中に、世界中の会員がロータリー入会の理由を語っていますの

で、機会があればのぞいてみて下さい。本日は、以上です。ありがとうございました。 

 

ロータリー入会の理由は？ 

カナダのチャタム・ケント市の警察官、ジェニファー・ジェイコブソンさんは、2009年、

ロータリーの研究グループ交換（GSE）プログラムで日本を訪問しました。そのきっかけは、

過去に参加した同僚や元参加者たちが書いた感想を読んだことでした。  

「人生を変えるような素晴らしい経験だった」と話すジェイコブソンさん。理学療法士、

音楽療法士、小売店経営者たちとともにグループに参加しました。「通訳の人数が限られてい
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たので、いつもグループで行動し、互いの職業から多くのことを学び合いました。日本側の

主催者の方々は、私たちに最高の体験をさせるために、とても気を配ってくれました」 

こうしてロータリーと出合ったジェイコブソンさんですが、ロータリーの素晴らしさに気

づいた一番のきっかけは、日本のロータリアンとの交流でした。「優しさと思いやり、そして

おもてなしの心が伝わってきて、本当に感動しました」 

その数年後、3カ月間のロータリー平和センタープログラムでタイのチュラロンコーン大学

に留学し、その時にロータリー入会への決意が固まったと言います。「GSE参加後、入会を考

えたことはありましたが、留学して『入会しなければ』という気持ちが強くなりました。ロ

ータリーから得たものは、あまりに大きいのです」 

現在、警察署で保安官を務めるジェイコブソンさんは、児童虐待といった問題に日々直面

し、人間の醜さを目にすることもあります。しかし、「クラブの仲間たちといる時は人間の優

しさに触れられる、だからこそロータリーが大切」だと語ります。 

週 1回の例会で顔を合わせる仲間たちは皆、地域社会で良いことをしたいという意欲にあ

ふれています。「例会に出ると、幸せな気持ちになれるんです」とジェイコブソンさん。「こ

の世界には思いやりある人たちがいる。そう実感できるからこそ、ロータリーを続けるので

す。もちろん、ロータリーがなければ、数々の貴重な経験に恵まれることもなかったでしょ

う」この記事は『The Rotarian』誌 8月号の記事を基にしたものです。世界中の会員がロー

タリー入会の理由を語っている記事があります。 

下記のアドレスからご覧ください。 

https://www.rotary.org/ja/why-did-you-join-rotary 

 

 

     ロータリー財団表彰 

     マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

     岩﨑正日登 会員 

     ポール・ハリス・フェロー 

     青木裕子 会員・加藤紀夫 会員・湯浅 定 会員 

仲田真介 会員・古矢幸伸 会員 

     米山記念奨学会表彰 

     マルチプル米山功労者 

     西山 穣 会員 3回目 

     米山功労クラブ 第 13回 

 

      

熊倉 学 会員 第 3グループ Aガバナー補佐 

地区運営委員・国際大会参加推進委員 

ロータリー財団補助金委員 

 

      

 ロータリー財団・米山記念奨学会 表彰 
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   §1月 20日（日）に職業奉仕研究セミナーが開催され、幹事が代理で参加いたしました。 

§来週は IMのキャラバンで陽東 RCの方が 3名お見えになります。 

§来週は加藤紀夫会員による「AIについて」の卓話となっております。 

お知らせ 

＊本日 1月 22日は・・・日本で初めて電灯が灯った日 

 1887(明治 20)年 1月 22 日、東京の鹿鳴館で日本初の白熱灯が点灯された。 

 当時は、移動式石油発電機を使用したもので、1883(明治 16)年に電灯営業の許可を得ていた 

 日本初の電力会社「東京電燈株式会社」が電力の供給行うとともに、営業を開始させた。 

 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。今日はクラブ協議会で進捗状況となっております。理事を

はじめ、各委員会の委員長の皆様、よろしくお願い致します。 

§田中豊治会員  長いこと、一滴の雨も降りません。故にもの凄く空気が乾燥し、結果としてイ

ンフルエンザが猛威を奮っております。皆さんも充分注意してくださいよ。イ

ンフルエンザに罹ると大変ですよ。まず 4～5日は仕事になりませんから。。。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。20日大寒を過ぎ、寒さが増してきましたね!!インフルエンザ、体

調管理をしっかりやりましょう。ニコニコ致します。 

           

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  6,000 円 

 

 

 

§議題：各委員会進捗状況報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 

 クラブ協議会 

 

 

 

 

出席報告   樋口 富之 委員 

 

会員数   39名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   28名   前々回訂正    0名 

欠席数    11名   前々回訂正率  

出席率  71.79％        100％ 

 

次回例会予定 

 

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」 
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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） 
  

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


