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2019-2020年度 第 1128回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：湯浅 定 幹事：薄久保大輔 会報委員長：長谷川達紀 

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） 

 

 

 

 

 

 

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「われらの生業」「四つのテスト」 

 

みなさんこんにちは。 湯浅・薄久保年度、最初の例会です。 

本年度はマーク・ダニエル・マローニーRI会長、そして 2550地区 川嶋ガバナーのもと当クラ

ブから熊倉ガバナー補佐を輩出して、本日より会長としての 1年間をスタートさせていただき

ます。 

当クラブは、来年 2020年 6月末で（6月 27日）25年目を迎えます。当時、創立会員 28名

でスタートしましたが、現在 38名、女性会員 6名、平均年齢 56.6才になっております。今年

3月の PETS、5月の地区研修・協議会と勉強させていただき本日を迎えましたが「ロータリー

は世界をつなぐ」という RI会長のテーマのもと 1年間頑張って行きたいと思っております。 

私は、2007年 1月に長正英会員にお誘いを受け入会して、今年で 12年目になりますが当時

は、恥ずかしながら「何かロータリーは商売の助けになるのではないか」と入会しました。入

ってみると考えていたものとは全く違い戸惑ったことを憶えております。ロータリーは、「奉

仕と親睦」で成り立っていると思います。特にロータリーの親睦は独特で他には真似のできな

いものだと思います。我が陽北ロータリークラブでその「奉仕と親睦」を、長くゆっくりと、 

そして何よりも楽しんで行っていけたらと思っております。 

ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、皆様のご支援とご協力なくしては行えませ

ん。1年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

§ 7月ロータリーレートは 1ドル 108円です。 

また、昨年度まで、次月のロータリーレート案内が月末に届いておりましたが今年度より各

月、初日の市場実勢相場に基づくことと変更になりました。世界中の会員に最も正確なレー

トを提供する最善の方法への変更とのことです。 

 

   司 会・ビジター紹介   髙橋 順也 S.A.A 

 

 

 

 

  会長の時間        湯浅 定 会長 

 

 

 

 

   幹事報告          薄久保 大輔 幹事 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会          

2019 年 7 月 2 日(火)     会員数 38 名 出席数 33 名 

tel:028-
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§ 6月 28日(金)タイ国への消防車寄贈事業説明会に参加してまいりました。 

宇都宮市の退役を迎えた消防車を寄贈する事業として、宇都宮ロータリークラブが行ってい

る事業となりますが、消防車は宇都宮市の財産であり宇都宮 RCだけではなく第 3グループの

10クラブ共同事業として行っていければという主旨の内容でした。こちらは理事役員の方と

相談の上決めていければと思います。 

§ 前期分会費納入の案内を発送しました。ご確認をお願いいたします。 

§ RLIセミナーの案内が地区より届いております。内容を配信しますのでご確認をお願いしま

す。また、参加をご希望の方は幹事まで連絡下さい。 

§ 本日、例会終了後、理事役員会があります。理事役員の方は宜しくお願いいたします。 

§ 来週のプログラムは次年度委員長の方針発表となります。友愛委員会・情報委員会・会員組

織委員会を予定しています。常任委員長、各委員長におかれましては宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

§会 員 誕 生 高橋和夫 会員・橋本 泉 会員・石川智之 会員 

§配偶者誕生 薄久保大輔 会員・須賀正人 会員・金 克基 会員 

§結 婚 記 念 青木裕子 会員・富川耕吉 会員・上杉哲也 会員 

 

 

 

   §湯浅 定会長  1年間よろしくお願い致します。ニコニコもよろしくお願い致します。 

   §古矢幸伸会長エレクト 

            こんにちは。本日 2019-2020年度第 1例会、湯浅会長、薄久保幹事、そして

会員の皆様、1年間よろしくお願い致します。 

§薄久保大輔幹事 本日より湯浅年度幹事として頑張って行きます。よろしくお願い致します。 

§仲田真介会員  湯浅会長、薄久保幹事、どうぞ 1年間よろしくお願い致します。「楽しい陽

北ロータリークラブ」とても楽しみにしています。 

§熊本泰久会員  皆様、こんにちは。湯浅年度スタートおめでとうございます。 

§藤井モト会員  湯浅会長、薄久保幹事、1年間よろしくお願い致します。 

§高橋和夫会員  熊倉ガバナー補佐、湯浅会長、薄久保幹事、本年度よろしくお願い致しま

す。 

§寺田美智子会員 皆様こんにちは。湯浅年度スタートおめでとうございます。今年 1年頑張っ

てください。 

§加藤紀夫会員  湯浅会長、薄久保幹事、1年間よろしくお願い致します。「楽しい陽北ロータ

リークラブ」にしましょう。 

§岩﨑正日登会員 湯浅会長、薄久保幹事、1年間どうぞよろしくお願い致します。 

§長 正英会員  湯浅会長、薄久保幹事、1年間元気で楽しいクラブ運営、期待しています。 

§樋口富之会員  湯浅会長、薄久保幹事、よろしくお願い致します。ニコニコします。 

   7 月のお祝い事        上杉 哲也 ファミリー委員長 

 

 

 

 

   ニコニコボックス委員会報告  熊本 泰久 委員長 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

 

§上杉哲也会員  皆様こんにちは。湯浅年度スタートおめでとうございます。今年 1年よろし

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 25,000 円 

 

 

   

会長方針と計画 

 

 

我が宇都宮陽北ロータリークラブは、おかげ様をもちまして 

25周年という節目を迎えることができ、これも歴代会長、幹事、 

クラブ会員皆様方のご協力、ご努力の賜物と深く感謝申し上げます。 

2019-20年度マーク･ダニエル・マローニーRI会長は ROTARY CONNECTS THE WORLD「ロータリ

ーは世界をつなぐ」というテーマを掲げ、ロータリー活動の中心であるクラブに創造性と柔軟性を

持たせる。戦略的・革新的な会員増強を行う。そして会員家族とロータリーの両立をあげ、世界の

人々とロータリーの奉仕を通じてつながりを築いていこうと訴えております。 

 

2550 地区 川嶋 幸雄ガバナーは無限の可能性と題し クラブのあり方、地域の子供たちの支

援、RLIの推進などのほか各ロータリー賞奨励で地区のつながりを強調されています。 

そこで当クラブでは「楽しい。陽北ロータリー」をテーマとしました。 

クラブのあり方を考えたときに、若い職業人にはロータリーは手の届きにくく、またどんな活動

をしているのかわかりにくい存在になっているといわれています。また RI 会長のことばに、「ロ

ータリーの未来を形作る本当の場所は、クラブです」とあります。他クラブの例会に参加して参考

にし、「私たちのクラブはどうあるべきなのか」を考えたいと思います。 

ロータリーの活動の柱には、奉仕と親睦があると思います。どう奉仕を行い、親睦を図って行く

のか一年を通して行動し、そしてそれを考えて行きたいと思います。 

  

方針と計画 

 

クラブ奉仕委員会 

 

・親睦愛好会の充実と新入会員サポートをおねがいします。 

 

  友愛委員会   

 

・楽しい例会を行うため 「充実した卓話」を行う。 

・クラブ例会出席率の向上をめざす。 

・「楽しい。陽北ロータリー」を目指すため全員のメークアップとその報告をする。 

 

   会長所信表明         湯浅 定 会長 
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  情報委員会  

  

・テーブルミーティングの推奨 

・ＭｙＲｏｔａｒｙ登録、登録入力率 50％にする。 

・ＦＢ、ＨＰ、会報にて、クラブの活動状況、連絡事項、例会予定を定期的に発信する。 

・社会奉仕活動など、クラブで行った活動を地元メディアに取り上げてもらう。 

・「ロータリーの友」の記事を会員に紹介する。 

・RLIの参加を促す。 

 

  会員組織委員会   

 

・純増 1名の会員増強 と 100％の会員維持を目指す。 

・宇都宮陽北ＲＣの入会パンフレットの活用を確認する。 

・3か月間に 1名の会員増強を目指す。 

・未充填の職業分類をなくす為に、柔軟に職業分類を工夫して充填する。 

・ローター、インターアクトクラブ設立準備委員会を設ける。 

 

  奉仕活動プロジェクト委員会   

 

・社会奉仕事業、「清掃活動プロジェクト」を実施します。この事業は、当クラブで行っている社会

奉仕事業を実際に体験し、クラブへの理解を深め、クラブ外奉仕活動を共有してもらう事業です。 

会員家族、米山奨学生、学友を希望参加出来るようにします。 

・既存の社会奉仕事業については、継続して行います。 

・地域社会の未来を担う子供たちの問題への取り組みを行う。 

・ＲＹＬＡセミナーへ参加者を派遣する。 

 

 ロータリー財団・米山支援委員会   

 

・ロータリー財団の支援として、地区目標は、1 人あたり 150 ドル、ポリオプラスに 30 ドルとなっ

ています。クラブとしても地区目標を達成できるように、また全員寄付をキープしたいと思いま

す。 

・地区補助金の活用をはかります。 

・米山記念奨学会支援として、地区目標は、19,000円となっていますが、 

クラブ目標は、例年通り 1人普通寄付 4,000円、特別寄付 10,000円を最低限維持し、会員全員寄

付をキープしたいと思います。それ以上の寄付に関しては、会員個人にお任せます。 

・米山記念奨学生の受け入れを今年度も継続し、カウンセラーと連携を取り、クラブでの行事に積極

的に参加させ、クラブ内での理解を深めていきたいと思います。 

・ロータリー米山記念奨学会委員会に協力を要請し、出前卓話などを通じて、米山記念奨学生や学友

の方と直接触れ合い、クラブ内での理解を深めていきたいと思います。 

・古澤丈作氏の功績を称える活動を計画します。 
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会場監督（S.A.A） 

 

・司会進行は、今年度同様、会場脇にある演台から行いたいと思います。 

・会場監督は、例会の時間配分を考え、遵守し例会運営を行います。 

・3 ヵ月に１回の席替えを行い、会員同士の親睦を図り、テーブルミーティングの開催を促します。 

 

 

§毎週火曜日、森グランドに於いて 19：00より練習を開始致します。 

§7月 28日(日)宇都宮西 RC主催、交流親善試合が須賀学園野球グランドに於いて開催されます。

当クラブは第 1試合 10：00より、宇都宮南 RCと対戦となります。 

 

  §金会員のお店、炭火焼肉 幻に於いて、肉を食う会が開催されます。参加者 18名、19：00より 

会費 7,000円です。 

 

  §6月 26日(水)宇都宮ゴルフ倶楽部に於いてゴルフ愛好会が開催されました。 

   優勝 須賀正人会員  2位 熊倉 学会員  3位 金 克基会員 

   ニアピン 金 克基会員・熊倉 学会員・富川耕吉会員・須賀正人会員 

   今月も開催致しますので、皆様奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 

 

                         今年もベルヴィ宇都宮はビアホール を開催 ！ 

和・洋・中ビュッフェ＆ソーセージアラカルト

をご用意しており、楽しいイベント、お楽しみ

抽選会も毎日開催！！ 

                         【開催期間】 

2019年 7月 27日（土）～8月 12日（月） 

月曜日～土曜日は 18時 00分～21時 00分

（ラストオーダー:20時 30分） 

日曜日・祝日は 17時 00分～20時 00分 

（ラストオーダー：19時 30分） 

※水曜日の 7月 31日＆8月 7日は休館日 

【料 金】大人 前売り 5,000円（税込） 

当日 5,500円（税込） 

                              子供 2,500（税込）  

※お子様は小、中学生が対象になります。 

 

 

   野球愛好会報告        古矢 幸伸 会員 

 

 

 

 

   肉を食う会報告     熊倉 学 会員 

 

 

 

    ゴルフ愛好会報告    佐藤 節 会員 

 

 

 

 

   ベルヴィ宇都宮イベント PR   上杉 哲也 会員 
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日付 プログラム 時間 例会場 

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 

 

 

 

 

出席報告   仲田 真介 副委員長 

 

会員数   38名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   33名   前々回訂正   33名 

欠席数     6名   前々回訂正率  

出席率   84.62％        80.49％ 

 

次回例会予定 

 

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 


