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2020-2021 年度 第 1162 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：古矢幸伸 幹事：樋口富之 会報委員長：須賀正人 

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「それでこそロータリー」 

 

   みなさんこんにちは。本日第 1162回例会 今年度、最初の例会です。 

本日より、会長としての 1年間がスタートします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、会長エレクトを仰せつかり、準備をしていた矢先に新型コロナウィルスの拡大、ペッツ

もレポート提出、地区協議会も開催されないまま、自粛要請での例会中止。バタバタと今日を迎

えることになりました。しかしながら、受けた以上は、責任をもって職務を果たしたいと思って

います。いまだに陽北ロータリークラブでの最年少会員という若輩者の会長という事で、ご迷惑

をおかけすることもあると思います。ですが、樋口幹事共々宇都宮陽北 RCの第 26代会長として

クラブの更なる発展と維持を目指しクラブ運営を心掛けてまいります。会長幹事、理事役員の皆

さまはもちろんですが、クラブは会員全員で作り上げていくものと思っています。会員の皆様方

におかれましては、ご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

本日は、山口様、鈴木様の入会式です。私としては、年度初めの第 1例会でのお 2人の入会、

とてもうれしく思います。山口様は、再入会、鈴木様は 3月入会が伸びてしましましたが、改め

まして、ようこそご入会いただきました。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。 

そして、今年度当クラブが世話クラブとして、米山記念奨学生の鄒 格儿(スウ・カクジ)さん

がいらしております。今回は加藤カウンセラーのもと当クラブの活動に触れ、私を含め全会員で

交流をしていきましょう。この後、奨学金の支給をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

先週末から続く、九州地方を襲う大雨洪水での被害が拡大しています。被災されている方々へ

のお見舞いと、また、私たちにもできることがあると思っていますし、今後私たちの住む関東も

例外ではありませんので皆様も十分な注意と対策をお願いします。 

本日は会長所信表明としてクラブ協議会となっています。皆様どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 司 会・ビジター紹介         長 英明 S.A.A 

 

 

 

 

 会長の時間            古矢 幸伸 会長 

 

 

 

 

7 月 第 1 例会          

2020 年 7 月 7 日(火)     会員数 42 名 出席数 33 名 

tel:028-
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山口 友邦 会員 宇都宮花き精算(株) 代表取締役 

再入会 

 

鈴木 香欧里 会員 鈴木光男税理士事務所 税理士 

推薦者：杉本 勝 会員 

 

 

   鄒 格儿(スウ・カクジ)さんに奨学金の支給がございました。 

 

みなさん、こんにちは。今年度、幹事を仰せつかりました、樋口です。まだまだ勉強不足で、皆

様にご迷惑をおかけすることもあると思いますが、精一杯頑張りますので、一年間どうぞ宜しく

お願いします。 

§ 7 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 107円です。 

§ 今年度の前期分会費納入のお知らせを 7月 1日付けで皆様に送付致しております。 

7月 31日までにお支払いをお願い致します。 

§ ガバナー事務所より、2020～2021 年度 ロータリー国際大会のご案内が届いています。 

資料を回覧いたしますのでご覧ください。今年度は、台北です。 

§ ガバナー事務所より、第 4回国際ロータリー第 2550地区ゴルフ選手権大会のご案内が届いてい

ます。資料を回覧いたしますのでご覧ください。 

また、こちらの参加申込書は、メール等にて全会員に配信します。7月 20日までに参加申込書を

幹事にお送りください。 

 § 全国囲碁大会開催のお知らせが届いております。(回覧) 

§ 次回 7 月 14 日(火)7 月 21 日(火)の例会は、2 週にわたり、常任委員長及び各委員長方針発表

となっております。各委員長の皆様、ご準備をお願い致します。 

§ 本日の例会終了後、理事役員会を開催いたしますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

§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 

 

 

 

新入会員入会式 

 

 

 

 

米山記念奨学会報告 

 

 

 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

7 月のお祝い事           庭野 宏隆 ファミリー委員長 
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   §古矢幸伸会長  こんにちは。2020-2021年度、本日第 1例会スタートさせていただきまし

た。皆様と共に 1年間走り抜いて参りたいと思います。何かとご協力、ご理

解をいただきますが、よろしくお願い申し上げます。 

  §樋口富之幹事  こんにちは。今年度 1年間よろしくお願い致します。ニコニコします。 

   §三井良春会員  古矢会長、樋口幹事 1年間頑張ってください。 

   §熊倉 学会員  古矢会長、樋口幹事この 1年、よろしくお願い致します！今日は 39回目の

開業記念日です。 

   §加藤紀夫会員  古矢会長、樋口幹事 1年間よろしくお願い致します。本日より、山口会員が

再入会します。そして米山奨学生の鄒 格儿(スウ・カクジ)さんが今日より

例会に出席します。皆さんよろしくお願い致します。 

   §長 正英会員  古矢幸伸新会長、樋口富之新幹事、就任おめでとうございます。1年間期待

しています。 

§杉本 勝会員  古矢会長、樋口幹事、新年度スタートおめでとうございます。山口さん鈴木

さん、入会おめでとうございます。 

   §寺田美智子会員 古矢会長、樋口幹事 1年間お体に気を付けて、よろしくお願い致します。 

   §岩﨑正日登会員 古矢会長、樋口幹事 1年間どうぞよろしくお願い致します。 

   §関 夫美会員  皆さんこんにちは。古矢会長、樋口幹事、コロナの収束がまだ見えない中、

ご苦労も多いかと思いますが、1年間、どうぞよろしくお願い致します。 

   §八重樫孝子会員 2020年度古矢会長、樋口幹事よろしくお願い致します。新体制のスタートお

慶び申し上げます。 

   【以下、同文により、会員名列記】 

   §橋本 泉会員・西山 穣会員・仲田真介会員・須賀正人会員・熊本泰久会員・上杉哲也会員 

荻原克則会員・山口友邦会員  

古矢会長、樋口幹事 1年間よろしくお願い致します。 

   

   §藤井モト会員  第 1回の例会です。また、支那事変(日中戦争)の始まりでありましたことを

思えば、それらの色々な事が過ぎて終戦になり、現在を思って色々な事があ

り、今を慈しみにと思います。 

       

   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 48,000 円  

 

 

 

 

 

  2020-2021 年度 古矢 幸伸 会長方針 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     長谷川 達紀 委員長 

 

 

 

 

クラブ協議会 
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2020-2021年度ＲＩ会長のホルガークナーク会長が掲げるテーマは、『ロータリーは機会の扉を

開く』です。ホルガークナーク RI会長は講演の中で、私たちロータリアンは、新しい人と出会

い、その人たちにロータリーを楽しんでもらう事は、私たちにとっても楽しみであることを忘れ

てはならない。私たちは互いのつきあいを楽しみながら、様々な活動を通じて充実した時間を過

ごしている。このような楽しい経験を広め、このような機会を増やしていく必要があると話して

います。また、ロータリーは多くの面で、素晴らしい状態にあり様々な課題に立ち向かうために

組織力を生かし、行動を起こさなくてはならい。「太陽が出ているうちに屋根を修理しなければな

らない」と強調しました。そのテーマを受けて、第 2550地区 2020-2021年度 森本 敬三ガバ

ナーが掲げる地区目標は、『魅力ある元気なクラブにしましょう』となり、大きく 4つにわけられ

ました。 

・クラブ強化 

1. 少なくとも年に１度の戦略立案会議の開催 

2. 会員増強と退会防止の推進。特に女性会員の加入促進。 

3. 従来の枠にとらわれない新クラブ設立への挑戦 

・デジタル化 

1. MyRotary への登録 

2. クラブセントラルへの登録 RIロータリー賞への挑戦 

・人材育成  

1. RYLAへの参加促進 

2. 青少年奉仕活動への積極的参加支援 

3. ローターアクト、インターアクトへの支援育成 

・支援 

1. ロータリー財団への寄付推進 

2. 米山記念奨学会への支援 

森本ガバナーのメッセージの中に、世界の中では地域格差の拡大による貧困地域、環境変化に

より災害をうける地域などがあります。また、デジタル化の進展による社会構造の変化等に伴い

ロータリーを囲む世界は大きなうねりとなって変化しています。そのような中にあってもロータ

リーは立ち止まることなく機会をとらえて進化し、より強く、よりしたたかに、適応力を高め、

中核的価値観に沿うロータリーへと変化しなければなりませんと話しています。 

以上のことを踏まえると、新しい変化、考えを柔軟に取り入れ、世界、地域社会のあらゆる面

で、持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する事だととらえることができ

ます。 

2020-2021年度クラブテーマを『奉仕を楽しみ行動しよう ～今私たちにできること～』とい

たします。昨今の、異常気象や疫病(新型コロナウィルス-covid19-)をはじめ、著しく変化してい

く社会問題や環境問題、さまざまな困難に直面する一方で、私たち自身はもちろん、地域社会や

国際社会において何ができるのか、ロータリアンである私たちには、行動することで奉仕をする

という機会が数多くあります。今までの常識にとらわれず、立ちはだかる課題に立ち向かい、新

しい仲間を増やし、新たな考え方を取り入れ、変化に柔軟に取り組んで参ります。 

そして、すべての未来ある子供たちの、笑顔を少しでも増やせる行動をしていこうと考えてお

ります。2020-2021年度は、日本にロータリークラブができて 100年となります。宇都宮陽北ロ

ータリークラブも 25周年という節目を過ぎ、更なる成長をする為、多くの機会と関わりを大切に
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活動してまいります。常任委員長、並びに、各小委員会の委員長、副委員長、委員の皆様のご協

力とご理解をいただき、当クラブの基本方針と計画とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1164 回 

7 月 21 日(火) 

各委員会 委員長方針 

奉仕活動 P・財団・米山・S.A.A 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1165 回 

7 月 28 日(火) 

新入会員卓話 

荻原克則会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   長谷川 達紀 委員長 

 

会員数   42名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   33名   前々回訂正    0名 

欠席数     9名   前々回訂正率  

出席率  78.57％        72.50％ 

％ 

次回例会予定 

 

第 1163 回   7 月 14 日(火) 

各委員会 委員長方針 

友愛・情報・会員組織 


