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 2018-2019年度 第 1110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」 

● 諸石正弘様（防衛省自衛隊栃木地方協力本部 一等陸佐・卓話者） 

● 田崎様・伊藤様・佐々木様（防衛省自衛隊栃木地方協力本部） 

● 川名 悟様（宇都宮 90RC） 

● 甲斐エイ子様（NPO法人くるみの会音楽振興会） 

 

   みなさんこんにちは。 

本日は、招待卓話の諸石（もろいし）様をはじめ、たくさんのお客様がお見えになっており

ます。また、川名ガバナー補佐、五度目のご来場ありがとうございます。ごゆるりとご歓談く

ださい。 

本日の会長の時間は、「ロータリーの創立記念日・2月 23日」についてお話ししたいと思いま

す。ロータリーの創立記念日は 2月 23日です。今週、土曜日に開催される IMの日がまさに創

立記念日です。今年で創立 114周年を迎えます。 

この日は、1905年 2月 23日にロータリーの創始者ポール・ハリスが、友人３人と最初に会合

をもった日です。場所は、シカゴの北ディアボン街 127番地にあるオールドユニティ・ビルの

711号室です。創立メンバーの 1人、鉱山技師のガスターバス・ローアの小さな事務所で開催さ

れました。また、この日は「世界理解と平和の日」ともなっています。RI理事会は、1957年に

「世界理解と平和」について意思表明をし、1983年 7月に、最初のロータリークラブ会合が開

かれた「2 月 23 日」を「世界理解と平和の日」として定めました。 

この 2月 23日を祝う創立記念日は、「世界理解と平和の日」として遵守されます。この日、

各クラブは、国際理解、友情、平和へのロータリーの献身を特に認め、強調しなければなりま

せん。となっています。そして、RI理事会は、この 2月 23日に始まる 1週間（2月 23日～3月

1日）を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを決議していま

す。 

簡単に説明すると、この特別な日に ちなんで、皆さんのクラブでは どのような活動をされ

る予定ですか？という事です。ちょうど、2月 23日は、第 3グループ インターシティ・ミー

ティング IMの日ですので、この特別な日の IMに、是非、参加して頂いて、国際理解、友情、
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平和へのロータリーの献身をたくさん強調して頂ければと思います。2月 23日は、「ロータリー

の創立記念日」みなさん覚えていて下さい。 

ちなみに、本日、2月 19日は、株式会社ケイエムシーさんの創立記念日です。1979年に創立

し、本日で 40歳を迎えるそうです。加藤会員おめでとうございます。たくさんのニコニコお待

ちしています。 

 

   §今週 23日（土）は宇都宮 GHにて IMが開催されます。 

§情報委員会による新入会員研修会が 2月 25日ベルヴィ宇都宮にて開催されます。 

§来週 26日は IMの振替休会です。更に 3月 5日は理事役員会が開催されます。 

§会員告知（記念すべき 10人目;日晃自動車様からは以前岩村会員が所属されていました。） 

 

お知らせ 

＊2月 19日は ・・・ペニシリン記念日 

 1941(昭和 16)年 2月 12日、イギリス・オックスフォード大学附属病院が、世界で初めてペニシ

リンの臨床実験に成功したことを受けて記念日に制定。ペニシリンは、1928(昭和 3)年にイギリ

スの細菌学者アレクサンダー・フレミング博士によって発見された世界初の抗生物質。 

 

第 14回栃木県ピアノコンクール 

【予選】 

9月 16日(月祝) 足 利 地 区   足利市民プラザ 文化ホール 

9月 22日(日)  宇都宮Ⅰ地区   宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール 

9月 23日(月祝) 宇都宮Ⅱ地区   宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール 

9月 28日(土)  栃 木 Ⅰ 地 区   栃木市大平文化会館 

9月 29日(日)    栃 木 Ⅱ 地 区   栃木市大平文化会館  

【本選】 

11月 10日(日)、23日(土)、24日(日)  宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール 

 

§当クラブより協賛金が贈呈されました。   

 

§川名 悟様（宇都宮 90RC） 

         昨年の栃木県ピアノコンクール開催に際しましては、クラブ様ロータリアン企

業様からのご協賛をいただき、ありがとうございました。今年も引き続きよろ

しくお願い致します。 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。ぎっくり腰から、おとなしくしていたヘルニアが暴れ出し

ました。病院の先生からも加藤会員からも痩せなさい。と言われました。反省

してニコニコします。皆さんも体調管理に気を付けてください。 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

 栃木県ピアノコンクール PR     川名 悟様 甲斐エイ子様 

 

 

 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      物井 慶太 委員 
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§熊本泰久幹事  皆さんこんにちは。妻の誕生日にお花、ありがとうございました。案の定、「あ

なたからは何もないの？」と言われ、先日 FKDでプレゼントを選びました。我

が家はとても平和です。 

§三井良春会員  防衛省栃木地方協力本部 本部長 諸石正弘様、本日はお忙しい中、ありがとう

ございます。卓話、楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。諸石様、本日はよろしくお願い致します。また、加藤会員、創立

40周年おめでとうございます。 

§寺田美智子会員 先週、お誕生日のワインありがとうございました。これからも元気で例会に出

席できるよう頑張りたいと思います。 

§髙橋順也会員  結婚記念日の素敵なお花、ありがとうございます。（5周年）本日の卓話、諸石

本部長をはじめ、自衛隊の皆様、どうぞ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 20,000 円 

 

 

  §5月 19日（日）本大会（予備日 26日）と決定致しました。 

 

 

 

防衛省栃木地方協力本部  

本部長 一等陸佐 諸石 正弘様 

  

 「我が国を取り巻く安全保障環境と自衛隊の活動について」 

1． 我が国の防衛政策の変遷 

2． 我が国を取り巻く安全保障環境 

3． 自衛隊の活動 

4． まとめ（総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区親善野球大会実行委員会    古矢 幸伸 実行幹事 

 

 

 

 招待卓話 

 

 

 

 

出席報告 髙橋順也 友愛常任委員長 

 

会員数   40名  前々回ＭＵ   1名 

出席数   30名   前々回訂正   29名 

欠席数    10名   前々回訂正率  

出席率  75.00％        72.50％ 

 

次回例会予定 

 

第 1111 回 2 月 23 日(土) 

2018-2019 年度 RI 第 2550 地区 

第 3 グループ IM 
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日付 プログラム 時間 例会場 

2 月 26 日(火) 振替休会 （2 月 23 日 IM） 
  

 

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1112 回 

3 月 5 日(火) 

クラブフォーラム 

社会奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1113 回 

3 月 12 日(火) 

招待卓話 

安食滋良様 

峰町キリスト教会 牧師 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1114 回 

3 月 19 日(火) 

新入会員卓話 

須賀 正人 会員 

庭野 宏隆 会員 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1115 回 

3 月 26 日(火) 

招待卓話 

「ロータリー財団について」 

地区ロータリー財団委員長 

森本敬三様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


