
RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 2018-2019年度 第 1114回例会 
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会長：仲田真介 幹事：熊本泰久 会報委員長：熊倉 学 
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● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    

みなさんこんにちは。先週の火曜日、第 3回会長・幹事会に参加して来ました。 

各クラブ報告事項として、宇都宮南ロータリークラブは、例会時間、例会回数を 4月から元

に戻すそうです。実際に、例会回数を減らし、月に一回 夜間例会を開催したが出席率は増えな

かったそうです。 

宇都宮さつきロータリークラブは、今年、創立 5周年を迎えます。記念式典は、5月 24日 18

時からコンセーレで開催するそうです。 

そして、17日に 2019-2020年度 国際ロータリー第 2550地区 会長エレクト研修セミナーが 

鬼怒川温泉ホテルで開催されました。後ほど、参加された湯浅会長エレクトから報告がある

と思います。 

さて、本日の会長の時間は、3月のロータリー月間「水と衛生月間」についてのお話しです。 

衛生的なトイレや 水の設備を利用できない人が、世界に約 25億人いると言われています。 

そして、衛生設備や安全な水の欠如（けつじょ）が原因で、毎日、約 1,400人の子どもが命

を落としているそうです。また、アフリカの僻地（へきち）に住む 女性たちの中には、毎日 6

時間かけて水を汲みに行かなければならない人びとがおり、きれいな飲み水を利用できない人

びとが世界に約 7億 4,800万人いるそうです。 

少し古いデータになりますが、平成 16年度の国土交通省の発表では、世界中で水道水をその

まま飲むことができる国を世界 193カ国中、20か国未満としています。普段の生活の中で、水

道の蛇口をひねれば当たり前のようにそのまま飲め、いつでも安全で安心な水が 手に入る。日

本は、本当に恵まれた国だなと改めて思ったのと同時に、当たり前のことに感謝をする心を持

ち続けたいと思いました。 

 

§3月 17～18日鬼怒川に於いて 2019-20年度 会長エレクト研修セミナー（PETS)に参加して参りま

した。次年度、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

   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 

 

 

 

 

会長エレクト研修セミナー報告     湯浅 定 会長エレクト 

 

 

 

 

3 月 第 3 例会          

2019 年 3 月 19 日(火)     会員数 40 名 出席数 30 名 
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   §観桜会の出欠締め切りは明日となっております。 

§来週は森本敬三財団委員長の卓話となっております。 

回覧 

§宇都宮市内 10ロータリークラブ親睦ゴルフ大会のご案内が届いております。 

§第 17回高校生ＲＹＬＡセミナー受講者推薦のお願い が届いております。 

§キッズハウスいろどりから彩通信が届きました。当クラブも掲載されております 

§観桜会の案内です。 

お知らせ 

3月 19日は ・・・アカデミー賞設立記念日  

  1927（昭和 2）年のこの日、アメリカで映画芸術科学アカデミー（AMPAS）が設立されました。  

  ＊その他＊ 1998年 大蔵官僚汚職事件のノーパンしゃぶしゃぶ店摘発 

 

 

§仲田真介会長  皆さんこんにちは。新入会員もたくさん増え、第 7回肉を食う会の開催が待ち

遠しいです。第 7回幹事の熊倉会員よろしくお願い致します。また、本日は須

賀会員による新入会員卓話です。精一杯自分をアピールしてください。よろし

くお願い致します。 

§加藤紀夫会員  3月 9日(土)下野新聞に当社が 

北陸電力の代理店となり、電力 

小売りに参入した記事が掲載さ 

れましたのでニコニコします。 

また 3月 13日のニュースで関東 

のセブイレブン約 2,800店舗が 

北陸電力に切り替え決定が報道 

されました。 

 

 

§熊倉 学会員  皆さんこんにちは。去る 17日の PRTSでは、湯浅次年度会長さんにおかれまし

ては、朝から夜までの研修、大変お疲れ様でした。私も影から、真剣な眼差し

で受講している姿にとても感動しました。次年度も期待していますよ、頑張っ

てください！！夕食の後、次年度ガバナー補佐組は 25時まで居残り勉強会で

した。 

         今日は提案があります。SAAは例会に於いて「会場監督」です。例会がスムー

スに行われるように調整をする役です。それで是非提案したい事があります。

「卓話」の時に、ラスト 5分前に予鈴を鳴らすとか、一言「5分前です」とか、

卓話者に知らせていただきたいのです。卓話者は真剣・夢中で話しているので

時間が分からない時があります。また聞いている方は、「一体いつ終わるのか？」

と気になってしまいます。中座は「失礼」だし、かといって「午後の予定もあ

 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 

 

 

 

 

https://matome.naver.jp/odai/2136365930461654901/2136365985861782103
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るし・・・」メイクアップに行った時に幾つかのクラブがそうやっていました。

スムースな進行のためにも是非お願い致します。 

§上杉哲也会員  3月 7日のテーブルミーティングにご出席いただいた皆様、ありがとうござい

ました。仲田会長、熊本幹事ご出席ありがとうございました。諸先輩方のお話

をうかがい、とても勉強になりました。 

           

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 9,000 円 

 

 

§第 24回地区親善野球大会が 5月 19日(日)予備日 5月 26日(日)に決定しております。 

それに伴い 3月 11日実行委員会を開催し、皆様の役割分担の変更を致しました。当日は皆様

のご参加をよろしくお願い致します。 

    §野球愛好会、19:00より、森病院グランドにて練習を致します。毎週火曜日練習となりますの  

でよろしくお願い致します。 

 

 

 

    須賀 正人 会員（2018 年 12 月 4 日入会） 

     

    けやき宇都宮弁護士法律事務所 弁護士 

 

 

自己紹介のあと、「民事介入暴力について」と題して、 

下記の内容を中心にお話をいただきました。 

 

① 木県弁護士会の活動 ②さまざまな民暴事件 ③弁護士による民暴事案の処理手順  

④栃木県暴力団排除条例 

大変貴重なお話を聞かせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球大会実行委員会報告      加藤 紀夫 実行委員長 

 

 

 

 

  新入会員卓話 

 

 

 

 

出席報告 髙橋順也 友愛常任委員長 

 

会員数   40名  前々回ＭＵ   3名 

出席数   29名   前々回訂正   34名 

欠席数    11名   前々回訂正率  

出席率  72.50％        85.00％ 

 

次回例会予定 

 

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 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1116 回 

4 月 2 日(火) 
夜間例会 観桜会 18:30～ ベルヴィ宇都宮 

第 1117 回 

4 月 9 日(火) 

クラブ協議会 

次年度会長方針 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1118 回 

4 月 16 日(火) 

新入会員卓話 

石川智之会員 

金 克基会員 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1119 回 

4 月 23 日(火) 

新入会員卓話 

長 英明会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

4 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


