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2019-2020 年度 第 1145 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「奉仕の理想」 

§ オブザーバー紹介 (株) ベルテックシステムズ代表取締役 荻原克則 様  

 

  

皆さんこんにちは。本日の会長の時間は、今月 8日～10日にかけて開催されました地区大会の

報告をさせていただきたいと思います。 

1日目は、記念ゴルフ大会が都賀カンツリークラブで素晴らしい秋晴れの中行われ、当クラブ

から熊倉ガバナー補佐をはじめ 8名が参加しましたが団体戦では 8位、個人戦でも残念ながら入

賞はなりませんでした。 

2日目は、栃木商工会議所で会長・幹事会が水野 RI会長代理をお迎えして行われ、地区の会計

収支及び監査報告と地区委員会報告が行われました。その後の地区指導者育成セミナーでは、第

2840地区 本田博己氏「会員増強は元気なクラブ作りから」の記念講演がありました。 

その中で「会員増強のためには魅力のあるクラブ作りが必要である。」とし、クラブビジョン

とクラブリーダーシッププランの必要性を強調されました。その講演の最後にアフリカのことわ

ざで、「早く行きたければ、ひとりで行け。遠くまで行きたければ、みんなで行け。」If you 

want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 「皆と一緒でなければ目

的は達成できない」という大切な言葉をいただきました。 

会場を出て、栃木駅北口公園で当クラブでも寄付の予定をしております「古澤丈作氏胸像」の 

除幕式が行われました。その後、栃木サンプラザに於いて RI 会長代理歓迎晩餐会が盛大に行わ

れ、市内クラブによる消防車寄贈事業のタイ国のクラブも参加されていました。 

 3日目は、地区大会本会議が国学院栃木学園で行われました。当クラブからの参加は地区委員

を含め 14名と少なかったのですが、RI会長代理、県知事、栃木市長を来賓に迎え、大会委員会

報告、よねやま親善大使スピーチ、昼食時に長 英明会員参加のフラダンス、また、山田五郎氏

「歴史と文化の町づくり」の記念講演などの後、当クラブでは仲田年度が会員増強優秀賞、

100％ロータリー財団クラブの各賞をいただきました。以上地区大会報告いたします。 

（感想・・・・ガバナークラブは大変ですね。） 

   司 会・ビジター紹介    仲田 真介 S.A.A 

 

 

 

   会長の時間        湯浅 定 会長 

 

 

 

 

11 月 第 3 例会          

2019 年 11 月 19 日(火)     会員数 38 名 出席数 26 名 

tel:028-
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ロータリー賞 受賞  

宇都宮陽北ロータリークラブ 2018-2019年度会長 仲田真介会員 

会員増強優秀賞 受賞  

純増 4名(2018.7.1) 34 名→2019.7.1 38名 入 10名 

ロータリー財団  

Every Rotarian, Every Year/100％ロータリー財団クラブ 

2018-2019年度 

米山功労クラブ 13回 

 

長寿会員 藤井モト会員(89歳) 

荒木貞雄会員(86歳) 

 

 

   § 地区大会 3日間ご参加の皆様、ありがとうございました。 

     記念ゴルフ大会順位表・地区大会プログラムを受付に於いてご用意致しました。 

     本会議に於いて当クラブがロータリー賞ゴールドを受賞致しました。 

ロータリー賞基準表・会長幹事会地区指導者育成セミナー講演資料（回覧） 

   § 11月 24日(日)第 25回地区親善野球大会が開催されます。皆様の応援をお願い致します。 

    

 

   

§湯浅 定会長  ココファームワイナリーの収穫祭に行って来ました。天気も良く、穫れたて

のワインを楽しんできました。来年も行きたいです。 

§古矢幸伸会長エレクト 

            先日、初めて、終活セミナーを主催し開催しました。エンディングノートの

書き方について話をしました。参加者の皆さん、真剣に聞いてくれていまし

た。改めてエンディングノートが必要だなと実感しました。ニコニコしま

す。 

   §仲田真介会員  皆さんこんにちは。地区大会にて、2018-2019年度 RIロータリー賞をいただ

くことができました。これも全て、陽北ロータリークラブの会員の皆様のお

陰です。ニコニコします。 

§田中豊治会員  暖かいのも今日までです。今夜から冬本番となります。必然的に私の仕事は

繁忙期に入ります。頑張ります!! 

§長 正英会員  妻の誕生日のプレゼントありがとうございました。3枚目のバスタオル｡｡｡ま

た、地区大会ご参加ありがとうございました。米山委員会、奨学生、学友と

もに感謝しています。 

  地区表彰 

 

 

 

 

   幹事報告          薄久保 大輔 幹事 

 

 

 

 

   ニコニコボックス委員会報告   熊本 泰久 委員 
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§加藤紀夫会員  宇都宮商工会議所の会報「天地人」11月号に「ここが大切！Windows7から

10への移行」のタイトルで当社の記事が掲載されましたので、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 19,000 円 

 

 

§ ロータリーの友 11月号記事紹介 

  縦書き P4～8 「ポリオ根絶に向けて」わがクラブの先輩 

(東京麹町 RC元会長 久保田智也氏) 

 

 

§ エコキャップ収集を 7月より皆様にご協力いただきましてありがとうございます。先日、

宇都宮市社会奉仕協議会へお預けして参りました。 

§ キッズハウスいろどりへ、クリスマス頃に訪問する計画をしております。皆様には絵本や

おもちゃお菓子等々がございましたら、ご協力をお願い致します。 

 

 

§ 11月 24日(日)第 25 回地区親善野球大会が開催されます。22日(金)前々夜祭 (11名参加)

となっております。大会当日の応援をよろしくお願い致します。 

 

 

ロータリー財団 補助金委員会  熊倉 学 委員長 

 

「財団補助金について」 

 

シェアシステムの説明 

①シェアシステムでは資金を国際財団活動資金（WF）と地区財団活動資金（DDF）に二分 

②その全額が、ロータリー補助金と「世界でよいことをする」ための活動に充てられます。 

② WFの使途は管理委員が決定 

③ DDFの使途は各地区のロータリー財団委員会が決定 

地区補助金残額の使途 

① 国際ロータリーに戻します。 

② 次年度、繰越 DDFに組み入れられます。 

③ 繰越 DDFは、基本はグローバル補助金として利用。（他にも平和フェローなど使途はある） 

地区財団活動資金（ＤＤＦ)の使途 

   公共イメージ委員会雑誌担当   田中 豊治 委員長 

 

 

 

 

   社会奉仕委員会報告       熊本 泰久 委員長 

 

 

 

 

   野球愛好会報告         古矢 幸伸 会員 

 

 

 

 

   地区委員卓話 
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① 地区補助金として、国内外の地域社会のニーズに取り組む、比較的規模の小さい短期の活

動を支援・奉仕プロジェクト・奨学金・職業研修 

②  地区が全額より少ない額を申請する場合、グローバル補助金として使用したり、ポリオプ

ラスやロータリー平和センターに寄贈できる。  

支援資金の有効活用先 

１・ポリオ撲滅 

２・恒久基金への寄贈・「日本ロータリー平和センター基金」への寄贈・地区冠名基金の設置 

３・6つの重点分野への寄贈 

４・他地区プロジェクトへの寄贈 

５・ロータリー平和センタープログラムへの寄贈 

６・2019―21年度地区補助金特例処置に 20％を使う 

2018-19 年度地区で利用・利用予定の DDF2550 地区 

３年前の年次金寄付額 ５０％   １２１，８４９．６４ドル 

恒久基金収益の金額  ５０％    １９，９４１．８７ドル 

前年度 DDF繰越額         １１１，６２１．１５ドル 

(1)収入小計 ２５３，４１２．６６ドル 

地区補助金（クラブ補助金）利用額   ５７，６５０ドル ２５クラブ 

ポリオプラス基金への寄付（地区より） ２５，０００ドル 

平和センターへの寄付（地区より）   ２５，０００ドル 

グローバル補助金利用額        １５，０００ドル（台湾 西那須野 RC） 

グローバル補助金予定利用額      １５，０００ドル（タイ国 足利東 RC) 

(2)支出小計             １３７，６５０ドル            

地区補助金奨学金返金(DDFへ組入れ)   ４，１３７．３６ドル  

(3)小計               １３３，５１２．６４ドル 

          (1)－(3)合計  １１９，９００．０２ドル 

       DDF残高(次年度繰越)  １１９，９００．０２ドル 

ポリオの根絶 

ポリオの根絶宣言 

3年間の野生株でのポリオの発症 0が証明され、WHO（世界保健機関）根絶宣言をして世界中で

ポリオの予防接種が終了する 

ポリオが根絶された時の日本 

現在も日本国内でポリオワクチンは、生まれた子供がすべて生後 54か月までに 4回予防接種

が必要。1回あたり約 5,000円が必要、子供一人に 20,000 円 

2018年に日本で生まれた子供は約 92万 1千人 年間 184 億 2千万円が必要 

予防接種の費用は各地方自治体負担（市区町村の予算から）5回目の接種が必要という研究も

あるので更に 50億円以上が必要 早く収束させるほど経済効果が大きい 

撲滅しないと広がるリスクとは？ 

ポリオを永久になくさない限り、感染リスクは全世界の⼦どもに・・・・なぜ!? 

日本では少々考えにくいが、大陸ではポリオは歩いて国境を越えてくる。 

潜伏期間は長くて５週間程だが、自覚症状が無い為、感染していることに気が付かない。 
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ほとんど発症しない為（９０％～９５％）、発症件数の数百倍～数千倍の発症していない保菌

者がウィルスを運ぶ危険性！ 

いつまでもワクチンの接種がやめられない。金銭的リスク 

 

 

宇都宮商工会議所「天地人」11月号 特集 3  

(株)ケイエムシーが掲載されました。 

「ここが大切！Windows7 から 10への移行」 

安心して頼めるシステム会社に、まずは相談を！ 

 

＊資料配布により、システム相談についてのお話がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1147 回 

12 月 3 日(火) 
年次総会 12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1148 回 

12 月 10 日(火) 

米山奨学生卓話 

 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1149 回 

12 月 17 日(火) 

夜間例会 

クリスマス家族会 
18：30～20：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1150 回 

12 月 24 日(火) 

招待卓話 

宇都宮大学教授 尾崎功一様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

12 月 31 日(火) 特別休会   

 

   加藤 紀夫 会員 

 

 

 

 

   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   4名 

出席数   26名   前々回訂正   28名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  68.42％       73.68％ 

 

次回例会予定 

 

第 1146 回  11 月 26 日(火) 

米山奨学生卓話 

金 美娟さん(ジン・メイジュアン)  

ソク・ピセット君 
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