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● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

● 二十二 修 様(第 2550地区青少年奉仕委員会 委員長・宇都宮北 RC・卓話者) 

 

   みなさんこんにちは。 

日曜日に開催された「ガバナー主催 第 24回親善野球大会」本当にお疲れ様でした。3試合

戦い抜いたメンバーの皆さん、お身体は大丈夫でしたか？ 

大会も全試合通して、大きなケガもなく、各クラブともにたくさんの笑顔が見られ、今大会

のテーマである「ENJOY BASEBALL」ができたのではないかと思います。加藤 大会実行委員長

をはじめ、長 大会実行幹事、そして、古矢 大会事務局、当日までの段取り本当にお疲れ様で

した。 

そして、会員の皆様のサポートのおかげで、無事にホストを務めることができました。みな

さんが裏方をしていただいたおかげで、選手たちもプレーに専念でき、宇都宮陽北ロータリー

クラブとして、初の優勝を掴むことが出来たのではないかと思っています。仲田年度は、市内

10クラブ親睦ゴルフ大会で団体優勝、親善野球大会も優勝ということで、会長として、とても

素敵なプレゼントをいただいた気分です。ありがとうございました。 

全身筋肉痛の中、昨日は、杉本さんのテーブルのテーブルミーティングに参加してきまし

た。新入会員が多いテーブルでしたが、ロータリーの話を中心に親睦が深められたのではない

かと思います。テーブルマスターありがとうございました。そして、本日もテーブルミーティ

ングが控えております。日曜日は野球の打ち上げ、月曜日はテーブルミーティング、そして、

本日と 3日連続でございます。体力勝負となっておりますが、テーブルミーティングを開いて

もらえるのは、会長としてとてもうれしいことですので頑張りたいと思います。 

 

 

§ 第 24回親善野球大会優勝を祝して会員の皆様に記念品を贈ります。 

 

 

   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 

 

 

 

 

次年度会長報告          湯浅 定 会長エレクト 

 

 

 

 

5 月 第 3 例会          

2019 年 5 月 21 日(火)     会員数 41 名 出席数 29 名 
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RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

   § 5月 19日 河内運動公園にて RID2550地区ガバナー主催親善野球大会が開催されました。

準備と応援で朝 7時から、夕方まで沢山の会員の方にご協力いただき、ありがとうございま

した。 

   回覧 

   §優勝トロフィーを展示いたします。 

§ガバナーノミニー・デジグネート確定宣言が届いております。 

お知らせ 

☆5月 21日は・・・小学校開校の日！ 

    1869(明治 29)年、京都市で日本初の小学校となる、上京第二十七番組小学校・下京第十四番

組小学校が開校したことを受けて記念日に制定。 

    小学校建設に必要な資金なども地域一帯の人々の寄付や献金で造られた。 

☆5月 21日は・・・ 

対話と発展のための世界文化多様性デー 

 

 

          

 

§ 本日例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。 

 

§二十二 修様（第 2550地区青少年奉仕委員会 委員長・宇都宮北 RC・卓話者） 

         本日は青少年奉仕月間に因み、皆様とお話しする機会をいただきありがとう

ございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

§仲田真介会長  第 24回親善野球大会お疲れ様でした。初優勝おめでとうございます。そし

て、会員の皆様、ホストクラブとして朝早くからご協力ありがとうございま

した。また、応援に駆けつけてくれた会員のご家族の皆様、ありがとうござ

いました。たくさんの元気をいただきました。宇都宮陽北ロータリークラブ

みんなで掴んだ優勝だと思います。ニコニコします。 

§湯浅 定会長エレクト 

         二十二青少年奉仕委員長、本日の卓話よろしくお願い致します。また、親善

野球大会 優勝おめでとう、お疲れ様でした。 

§熊本泰久幹事  二十二青少年奉仕委員長、よろしくお願い致します。また第 24回親善野球大

会優勝おめでとうございます。 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

次年度幹事報告          薄久保 大輔 次年度幹事 

 

 

 

 

  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  陽北 RC野球部総部 22年目にして悲願の初優勝!!クラブ会員の団結のお陰で

す。感謝！でも全身筋肉痛。 

§岩崎正日登会員 クラブ創立 24年目にして野球大会に優勝しましたのでニコニコ致します。 

§加藤紀夫会員  第 24回親善野球大会お疲れさまでした。会員の皆様のご協力のお陰でホスト

クラブとして無事大会を終了させることができました。また、試合のほうも B

ブロック優勝という素晴らしい結果を残すことができました。ありがとうご

ざいました。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。5月 19日親善野球大会ご苦労様でした。見事優勝、嬉しい限り

です。ホストクラブとしての開催、本当にいろいろご理解とご協力いただ

き、ありがとうございました。 

§山口友邦会員  親善野球大会へ参加された皆様、お疲れさまでした。そして野球愛好会の皆

さん優勝、本当におめでとうございます。ニコニコ致します。 

§上杉哲也会員  野球大会優勝おめでとうございます。 

§杉本 勝会員  第 24回親善野球大会初優勝おめでとうございます。昨日、テーブルミーティ

ングお疲れ様でした。 

§物井慶太会員  野球愛好会の皆様、優勝おめでとうございます。 

           

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 29,000 円 

 

 

 

 第 2550 地区 青少年奉仕委員会 

 

 委員長 二十二 修 様（宇都宮北 RC） 

 

まずもって、宇都宮陽北 RCの皆様には日頃より青少年奉仕に対しまして深いご理解とご協力

を賜り、深く感謝申し上げます。また、本日は青少年奉仕強化月間に因み、地区青少年奉仕につ

いてお話する機会をいただき、重ねてお礼申し上げます。誠にありがとうございます。  

さて、地区青少年奉仕委員会は青少年交換、RYLA、ローターアクト、インターアクトの 4つの

委員会で構成されており、その目的はともに「将来の地域のリーダーを育てる」ことでありま

す。  

1905年相互扶助と親睦を目的に発生したロータリーも、すぐに「シカゴ市民の為に良い事をし

よう」と奉仕概念が芽生え、最初の社会奉仕事業として公衆トイレを作った、と言う話はお聞き

になったことがあるかと思います。若者に対する奉仕活動も同時期に行われたそうで、児童労働

者や障害者児童をサポートする人道的支援として行われていたようです。どちらかというと社会

奉仕の一部として盛んにおこなわれていた記録が残っています。  

招待卓話 
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その後 1996年カルガリー国際大会でジアイ元 RI会長の「成功と失敗を分かつ要素は、未来へ

のビジョンです。新世代は未来への投資です。今日から未来を築き上げよう」との呼びかけでス

タートした新世代奉仕は、人材育成に重きを置いたものとなりました。2010年第 5奉仕部門とな

り、その後「青少年奉仕」と名を変え人材育プログラムとして現在に至っております。  

これら 4つのプラグラムは、RIの常設プログラム（ＲＩ理事会がクラブと地区のために推奨

し、その枠組みと指針を含む組織されたプログラム）であり、その枠組みと指針は RI理事会よ

り示されております。  

特に昨今、青少年を災害や事件・事故から守るため細心の注意を払うよう強く要請されており

ます。  

青少年と接する機会のある皆様には「青少年と接する際の行動規範の声明」を再度ご認識いた

だき、地区のホームページに掲載されております「青少年保護の手引きを」ご一読いただきます

ようお願い申し上げます。  

青少年を育むことは、未来を創ること。 未来のリーダーを育てるのは、現在のリーダーであ

る皆様の責務です。  

ぜひ皆さんのロータリアンの遺伝子を青少年に引き継いで頂き、10年 20年後の地域のリーダ

ーを育んでいただきたいと思います。  

IACでまかれた種が、青少年交換で芽生え、RAC・RYLAでさらに成長し、財団奨学生・平和フ

ェローとなり全世界で活躍する。青少年各部門のクロスプロモーション そんな夢のようなプロ

グラム実現にさらなるご協力をお願い申し上げます。  

今後とも青少年奉仕プログラムにご支援宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    山口 友邦 委員長 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   5名 

出席数   29名   前々回訂正   33名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  70.73％        80.49％ 

 

次回例会予定 

 

 第 1123 回 5 月 28 日(火) 

新入会員卓話 

庭野 宏隆 会員 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1124 回 

6 月 4 日(火) 

新入会員卓話 

荻原 美岐 会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1125 回 

6 月 11 日(火) 

招待卓話 

YUSUKE OFFICE 佐藤 悠介 様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1126 回 

6 月 18 日(火) 

会員卓話 

田中 豊治会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1127 回 

6 月 25 日(火) 

夜間例会 

最終例会 
18：30～ ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 


