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● ロータリーソング「奉仕の理想」 

§ 川名 悟 様（第 2550地区だい 3グループ A ガバナー補佐・宇都宮 90RC） 

 

   みなさん、こんばんは。無事に最終例会を迎えることが出来ました。やっとここまで来たな

という実感が湧いてきていますが、6月 30日の 23時 59分 59秒まで油断するなと言われてい

ますので、本当に安堵できるのは、日付をまたいで 7月 1日を見た時なのかなと思います。 

仲田年度を振り返ると、今年度、バリー・ラシン ＲＩ会長のテーマは「 BE THE 

INSPIRATION インスピレーションになろう 」でした。インスピレーションになるには、ク

ラブで新しい波を起こすことが必要だと考え、クラブテーマを「積極的な会員増強とインスピ

レーション」とし、会員増強 10名を掲げました。所信表明では、笑われもしましたが、会員

組織委員長の古矢くんを中心に、皆さんのおかげで「会員増強 10名」無事に達成することが

出来ました。 

あきらめない気持ちが達成につながり、結果としてクラブの活性化にもつながりました。 

また、自分自身の成長にもつながるような貴重な経験をさせて頂いたと思っています。そし

て、ポール・ハリス生誕 150周年を迎え、伊東ガバナーのガバナーメッセージは、「ポールを

語ろう・・・それは一人のインスピレーションから始まった」でした。IMの寸劇でポール・ハ

リスを演じ、誕生日も私と同じ 4月 19日という事で、何かと縁を感じました。 

ポールを語るには、まず、ポールを知ろうという事で、ロータリーの原点回帰も踏まえて、 

毎週の会長の時間では、ロータリーにまつわるお話をさせて頂きました。この 1年、熊本幹事

に支えられ、理事役員のメンバーに支えられ、そして、クラブ会員の皆様に支えられて、会長

を続けることが出来ました。ご協力ありがとうございました。 

次年度の湯浅年度は、仲田年度とは、また違った色があると思います。私は、年度、年度で

それぞれの会長の色を出した方がいいし、出すべきだと思っています。1年間しかありません

ので、会長を受けたからには、後悔の無いように思う存分、湯浅年度の目指す「楽しい陽北ロ

ータリークラブ」を実践していってほしいです。次年度の湯浅会長、薄久保幹事のもと、宇都
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宮陽北ロータリークラブの益々の発展を祈念して、私の最後の会長の時間、そして、お礼のご

挨拶とさせて頂きます。 

本当に 1年間ありがとうございました。 

 

 

   § 6月 18日 第 1テーブルＴＭが開催されました。 

§ 6月 22～23日 会長幹事 慰労会が開催されました。 

   回覧 

   § 現況報告書記載事項への変更がある会員は、用紙に記載してください。 

§ ガバナー月信 6月号に親善野球大会の記事と写真が掲載されました。 

お知らせ 

☆ 6月 25日の出来事・・・  

2000年、雪印乳業大阪工場で生産された牛乳により、 

最初の集団食中毒が発生。 

本事故は、認定者数 14,780人の、第二次世界大戦後 

最大の集団食中毒事故となり、雪印乳業の社長、 

石川哲郎が引責辞任に追い込まれた。 

 

   幹事挨拶 

陽北ロータリークラブのメンバーの皆様には、いろいろな場面でご指導を頂き、私のような

未熟者が、幹事という職を全うできましたのも皆様のご協力があってこそと実感しておりま

す。 本当 に有難うございました。  

加藤紀夫年度に幹事内定を頂き、「ノーとは言わないロータリアン」という有難い伝統の

下、寺田年度で副幹事。仲田年度がスタートし、自分は会長をフォローするのではなく、会長

にフォロー頂きながら、事務局におしりをたたかれながらのよちよち歩きの幹事職でした。 

準備も何をしたら良いかわからず、7月最初の例会から一気に 12 月のクリスマス家族会ま

で怒涛の日々でした。正にロータリー一色だったような感じがします。 

最後までバタバタし、頼りない幹事でしたが、1年間皆様には大変お世話になりました。 本

当に有難うございました。今後ともどうぞよろしくお願い致します 

 

 

   

ニコニコボックス最多貢献賞 

 

仲田 真介 会長 

 

ニコニコボックスに多大な貢献をされ、 

表彰状が贈られました。 

 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

友愛委員会報告          髙橋 順也 委員長 
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§川名 悟様（第 2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐・宇都宮 90RC） 

         1 年間皆さんにお世話になり、無事に役目を終えることができました。ありが

とうございました。 

§仲田真介会長  皆様のお陰で本日の最終例会を迎えることができました。1年間ご協力いただ

きまして、ありがとうございました。そして、土日の会長幹事慰労旅行、と

ても楽しい思い出をありがとうございました。ニコニコします。 

§湯浅 定会長エレクト 

         仲田会長、熊本幹事 1年間ご苦労様でした。今年は 10名もの新しい仲間を増

やしていただき、ありがとうございました。 

§熊本泰久幹事  皆さんこんばんは！1年間大変お世話になりました。無事幹事の職を全うする

ことができました。これもひとえに川名ガバナー補佐のお陰と思います。あ

りがとうございました。 

§高橋和夫会員  仲田会長、熊本幹事 1年間ご苦労様でした。ガバナー補佐 川名様お疲れ様で

した。 

§熊倉 学会員  皆様こんばんは。仲田会長、熊本幹事、この 1年大変お疲れ様でした。ま

た、川名ガバナー補佐のご来場ありがとうございます。今後ともよろしくお

願い致します。 

§西山 穣会員  仲田会長、熊本幹事 1年間ご苦労様でした。今年は 10名もの新しい仲間を増

やしていただき、ありがとうございました。次年度会長幹事、湯浅さん薄久

保さん頑張ってください。 

§長 正英会員  仲田会長、熊本幹事例会終了おめでとうございます。残りあと 5日楽しんで

ください。お疲れ様でした。 

§岩﨑正日登会員 仲田会長、熊本幹事 1年間本当にお疲れ様でした。また、ありがとうござい

ました。 

§寺田美智子会員 仲田会長、熊本幹事 1年間お疲れ様でした。ニコニコ致します。 

§加藤紀夫会員  仲田会長、熊本幹事 1年間お疲れ様でした。 

§古矢幸伸会員  こんばんは。本日、仲田年度最終例会ですね。仲田会長、熊本幹事 1年間本

当にご苦労様でした。ありがとうございました。ニコニコ致します。 

§樋口富之会員  こんばんは。仲田会長、熊本幹事お疲れ様でした。 

§山口友邦会員  仲田会長、熊本幹事 1年間お疲れ様でした。 

§杉本 勝会員  仲田会長、熊本幹事 1年間お疲れ様でした。 

§市川優子会員  皆様こんばんは。仲田会長、熊本幹事 1年間お疲れ様でした。この度、令和

元年 6月 17日に長男夫婦に男の子が産まれました。孫の誕生にニコニコ致し

ます。 

§関 夫美会員  皆様こんばんは。先日の会長幹事慰安旅行に参加させていただきました。と

ても楽しい思い出がたくさんできました。ありがとうございました！ 

           

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 49,000 円 

 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

 

仲田真介会長、熊本泰久幹事に 

記念品と花束が贈呈されました。 

 1年間大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終例会親睦会 

 

 

 

 

出席報告    山口友邦 委員長 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   4名 

出席数   41名   前々回訂正   34名 

欠席数     0名   前々回訂正率  

出席率   100％        82.93％ 

 

次回例会予定 

第 1128 回  7 月 2 日(火) 

クラブ協議会 

会長・幹事 所信表明 

湯浅 定 会長 ・ 薄久保大輔 幹事 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1129 回 

7 月 9 日(火) 

各委員会 委員長方針 

友愛・情報・会員組織 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1130 回 

7 月 16 日(火) 

各委員会 委員長方針 

奉仕・財団・米山・S.A.A 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1131 回 

7 月 23 日(火) 

招待卓話 

第 3 グループ A 

ガバナー補佐 熊倉 学 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

7 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          加藤 紀夫 次年度委員長 

 

 

 

 


