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2019-2020 年度 第 1134 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） 

 

 

 

 

 

 

● ロータリーソング「われらの生業」 

 

    皆さんこんにちは。 先週は、納涼家族会に多数ご参加ありがとうございます。又、ファミ

リー委員会の皆さん大変ご苦労様でした。年末のクリスマス家族会も宜しくお願いいたしま

す。今度の 9月 1日の日曜日は、職業奉仕の移動例会と社会奉仕事業を兼ねた、宇都宮動物園

の清掃奉仕活動を行います。ご参加、ご協力宜しくお願い致します。 

本日は、8月 25日（日）に古矢会長エレクトと杉本会員と私で参加いたしました、ロータリ

ーリーダーシップ研究会（RLI）についてお話ししたいと思います。 

この研究会は 2550地区では 2017年より地区主催で開催され、今回のパートⅠではロータリ

ー歴 2ヶ月から 30年の方まで、また地区外からの参加もあり総勢 51名で、朝 9時～夕方 4時

半まで行われました。10人程度の少人数に分かれ、地区のリーダー（DL）を中心に決められた

テーマで自分の考えを述べるディスカッション形式による「ロータリー情報に関する勉強会」

です。 パートⅠ、Ⅱ、Ⅲと年に 3回あります。すべてに参加すると終了証書とバッチがもら

えます。長時間の勉強会ですがロータリーについて大変勉強になり、1日 6回のセッションで

すが思いのほか、時間が早く感じられます。次回も 10月 6日に作新大学で、3回目は 12月 8

日に行われます。見学のみも受け付けています。どうぞ皆様も参加してみてください。 

 

 

§ ロータリー・リーダーシップ研究会について、先日行われたパートⅠを受講された方、お疲

れ様でした。次回 10月 6日開催のパートⅡ受講申し込みについて締め切り日が 9月 19日

(木)となっております。受講希望の方はお申し出ください。 

§ 9月 1日（日）、宇都宮動物園の清掃活動となります。現地 8：30集合となります。参加され

る方は宜しくお願いします。また、それにあわせて 9月 3日の例会は振替休会となります。

次回例会は 9月 10日となりますのでお間違えのないようお願いします。 

 

   司 会・ビジター紹介    長 英明 副 S.A.A 

 

 

 

 

  会長の時間        湯浅 定 会長 

 

 

 

 

   幹事報告          薄久保 大輔 幹事 

 

 

 

 

8 月 第 3 例会          

2019 年 8 月 27 日(火)     会員数 38 名 出席数 23 名 
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§ 地区大会記念ゴルフ大会の参加申込書を回覧します。参加される方は御記名下さい。 

§ 1年交換留学生 佐藤颯音さんが留学先のイタリアへ 9月 1日出発します。 

§ ロータリー第 2550地区ゴルフ選手権大会にクラブ代表として、髙橋順也会員、庭野宏隆会

員、熊本泰久会員、金克基会員が参加しました。 

 

     1年交換留学生 佐藤 颯音 君とお母様の佐藤美津代様がイタリア派遣のご挨拶をされまし

た。並びにフランスより帰国した熊本勇太郎君のご挨拶がございました。 

 

  § ロータリーの友 8月号 クラブ同好会紹介掲載、多種多様な同好会が紹介されております。 

    皆様ご一読ください。 

 

   § 8月 25日(日)地区米山研修会を開催致しました。米山奨学生 3名、学友 2名、が参加し、各

テーブルに分かれディスカッション致しました。 

   § 8月 21日(水)地区会議では留学生指定大学校との意見交換が行われました。次年度も 17名の

候補がございますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

   § ハイライト米山 8月号記事紹介 

   § ハイライト米山のファイルを配布致しました。毎月保存してください。 

 

   § 8月 19日(月)国際奉仕事業 タイ国への消防車寄贈事業第 1回実行委員会に参加致しまし

た。これまでの経緯についての説明、規約及び予算案等の報告があり、現在市内 9クラブが

参加しています。 

 

   §湯浅 定会長  RLI参加の皆様、また、米山委員長研修会もありました。お疲れ様でした。 

   §古矢幸伸会長エレクト 

            こんにちは。先日の納涼家族会、ご苦労様でした。とても楽しかったです。

また先日 25日に RLIに参加しました。とてもためになる研修でした。ぜひ

参加されることをお勧め致します。 

§杉本 勝会員  8月 25日 RLI出席してきました。うわさ通り楽しい研修会でした。ニコニコ

します。 

§関 夫美会員  8月 25日米山委員長研修会議に参加しました。とても実り多い会議でした。

ニコニコします。 

 

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 4,000 円 

 

   1 年交換留学生派遣挨拶及び帰国挨拶  岩﨑 正日登 地区青少年交換委員長 

 

 

 

    ロータリーの友紹介      田中 豊治 雑誌・史料委員長 

 

 

 

    地区 米山記念奨学会報告    長 正英 地区委員長 

 

 

 

 

   米山記念奨学会報告      関 夫美 委員長 

 

 

 

    国際奉仕委員会報告      長 英明 委員長 

 

 

 

 

   ニコニコボックス委員会報告  長谷川 達紀 委員 
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行政書士  宇賀神 英巳 会員 

・栃木県行政書士会所属 ・入国管理局申請取次届出済 

 

栃木県鹿沼市生まれ 

1995年 3月 栃木県立宇都宮工業高校 卒業  

1995年 3月 日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）入社  

2010年 1月 行政書士試験合格  

2011年 3月 日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）退社  

2011年 4月 行政書士ファーストスター大和福祉法務事務所 開業  

       福祉車両専門店 ファーストスター大和 開業  

2014年 4月 合同会社ジョイン・インターナショナル 設立  

2017年 1月 行政書士宇都宮国際法務事務所へ名称変更及び 業務拡大の為宇都宮市御幸ヶ原 

   町へ事務所移転  

 

 行政書士の宇賀神 英巳です。2011年 4月「人生は一度しかない」という思いから、16年間

勤務した愛着のある会社を退職し当事務所を開設致しました。  

 開業後行政書士として様々な業務を経験する中で、日本で起業した多くの外国人起業家の

方々と出会い、彼らが日本でビジネスを立ち上げ、成功するまでに経てきた多くの苦労や軌跡

を知ることになりました。それを知り彼らを尊敬する気持ちが大きくなる中で、彼らのビジネ

スの成長を支え、ビジネス上の困難を解決する一助になっていきたいと強く考えるようになっ

たことが今の私の原動力になっています。  

 当事務所は 2017年 1月に行政書士宇都宮国際法務事務所へ名称を変更致しました。  

新たに外国人を雇いたい外国人経営者や日本人経営者の方、日本で就職、結婚、永住を考えて

いる外国人の方、日本で会社設立を考えている方、各種許認可申請手続代行、各種法務コンサ

ルティングをご希望の方、誠心誠意サポート致しますので是非ご相談ください。 

 

＊資料配布及びパワーポイントにより説明がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   会員卓話 

 

 

 

 

出席報告   関 夫美 委員 

 

会員数   38名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   23名   前々回訂正   0名 

欠席数    15名   前々回訂正率  

出席率   60.53％       78.95％ 

 

次回例会予定 

   

第 1135 回 9 月 1 日(日) 

社会奉仕活動＆移動例会 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

9 月 3 日(火) 振替休会（9月 1日社会奉仕活動）   

第 1136 回 

9 月 10 日(火) 

新入会員卓話 

長谷川達紀会員 

(有)日晃自動車販売 代表取締役 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1137 回 

9 月 17 日(火) 

クラブフォーラム 

古矢幸伸クラブ奉仕委員長 

熊本泰久会員 

「メークアップについて」 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1138 回 

9 月 24 日(火) 

クラブ協議会ガバナー補佐訪問 

第 3 グループ A 

熊倉 学ガバナー補佐 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

 

 

 

  

ベルヴィ宇都宮からイベントのご案内です。 

9月 16日（祝）にどなたでもご参加いただける 

イベントを予定しております。 

ランチ付きで”シュウレイ”魔法マジックショー 

を開催いたします。（お一人様 2,000円です） 

ランチの後は「魔法教室」も開催します。 

また、ベルヴィ宇都宮では結婚式以外でご利用 

いただける”人生の様々な通過儀礼”の衣裳も 

展示しております。 

 

是非、お誘いあわせのうえお越し下さい。 

チケットは前売り制となっております。 

私または藤田まで！ 

   プログラム 

 

 

 

 

   ベルヴィ宇都宮イベント紹介    上杉 哲也 会員 

 

 

 

 


