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2020-2021 年度 第 1163 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） 

 

 

 

 

  

 

§ ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

   みなさんこんにちは。 先日の第１例会ご苦労様でした。 

本日は、まずご報告をいたします。 

先日、7月 9日に今年度 RC財団補助金を活用したフェイスシールドの寄贈事業を実施いたしま

した。栃木県立富屋特別支援学校へ寄贈いたしました。後ほど社会奉仕委員長より報告がござい

ます。 

さて、本日は、第 2波の様相を見せる新型コロナウィルスの感染拡大。東京では連日 100名～

200名を超える新規感染者が出ており、埼玉、神奈川等でも増加の傾向です。例外ではなく栃木

県も感染者数では累計 98名となり、連日新規の感染者が出ている状況です。そのように国内を

問わず、世界中に広がりをみせています。そんな中、世界中のロータリアンがこの新型コロナウ

ィルス感染拡大に対し、奉仕 支援の行動を起こしています。 

ロータリー主な 6つの活動分野として、 

1、平和の推進 2、疾病との闘い 3、水と衛生 4、母子の健康 5、教育の支援 6、地域経済

の発展があります。 

その中の一つで、疾病の予防と治療は今回の新型コロナウィルスの感染拡大に強く関連するこ

とだと思います。私たちは、様々な啓発活動を行い、世界中の会員が地域社会への支援をしてい

ます。 

各国の活動をいくつかご紹介します。 

イタリアでは、24,000人以上の死者を出し、先日報告会をしてくれた佐藤颯音君も留学してい

た国です。イタリアのあるクラブでは、ＩＴ企業を営む会員を中心に、地域の中小企業オーナー

をこの危機から救いたいという事で、中小企業各社の商品を宣伝、販売、納品できる仕組みを作

った。「今、私たちが未曾有の事態に直面していることは一目瞭然です。ロータリーの精神に基

づき、私たちはロータリーのネットワークと専門知識を駆使して地域社会を支援しています」

と、ある会員は話したといいます。 

スリランカでは、空港トイレに体温計を設置、コロナウィルスに関連したポスターを作製し全

国の学校に配布、韓国では 15万ドル 日本円で約 1,500万円以上の寄付を赤十字に対し行い、
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併せて、ロータリーではポリオ撲滅の活動も行っています。ロータリーでは今までに 122か国 25

億人の人たちに予防接種を行ったといわれています。今回このポリオ担当のチームが新型コロナ

ウィルスへの対応を支援しています。ポリオ根絶のプログラムでは、これまで様々な活動を通じ

て大規模なインフラを築いてきました。各国のポリオ根絶チームはこのインフラを新型コロナウ

ィルスへの対応に活用することで、感染リスクにさらされやすい人、特にポリオ常在国の人びと

を新型コロナウィルスから守るべく支援に乗り出しています。パキスタンやナイジェリアといっ

た国では、何 10年ものポリオ根絶活動の経験が、政府による新型ウィルス対策の支援に役立て

られています。その活動が今、高く評価され、感染の危機にさらされている方々への支援の輪が

広がりをみせているようです。 

もちろん日本でもたくさんの支援の輪（行動）が始まっています。先週もお話いたしました

が、まだまだ予断を許しません。ウィズコロナ、アフターコロナ等という言葉も出ては来ていま

すが、感染＝命の危険という方がたくさんいます。クラブからはもちろんですが、家族や従業員

の方等から感染者を出すわけにはいきません。一層の気を引き締めていただき、日常生活をお送

りいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

◇ 本日の例会は、委員長方針発表になります。発表予定の皆様、宜しくお願いします。 

◇ 社会奉仕事業のお知らせです。 

本日 14：30より、キッズハウスいろどりに、お米の寄贈事業を行います。 

400kgのお米を寄贈します。 

◇ ガバナー事務所より、九州豪雨災害義援金の協力依頼が届いております。 

  当クラブとしまして、理事会にて義援金の金額等決定後、寄付を行う予定です。 

◇ 現在、地区ゴルフ大会参加申し込みを受け付け中です。お早めにお申し込みください。 

◇ 今年度、名刺を作成又は変更等がある方は、幹事までお申し出ください。 

 

 

7月 9日(木)ロータリー財団委員会の地区補助金を使用し 

たフェイスシールド寄贈事業を行いました。古矢会長、 

樋口幹事、仲田会員、熊本会員と共に、栃木県富屋特別支 

援学校を訪問させていただき、1,000枚のフェイスシールド 

を寄贈してきました。 

今まではクリアファイルを改造してフェイスシールドを 

作っていたそうで、ぼやけてしまって見えにくいという 

お話でした。歯の磨き方を教える際にも重宝しますとおっ 

しゃっていました。社会奉仕委員会としても継続してこの 

ような事業を行って行けると良いと思いました。 

 

 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

社会奉仕委員会報告         長 英明 委員長 
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今日都宮陽北ロータリークラブの社会奉仕活動が下野新聞に 

掲載されました。 

先日 7月 14日に一昨年から支援をさせていただいている子 

供食堂『キッズハウスいろどり』へお米約 400キロを寄贈 

させていただきました。 

ボランティアを中心に運営されているため、毎月約 30キロ 

を消費する実態をうかがい、今回の寄贈をさせていただきま 

した。少しでも利用する方々のお役に立てれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム変更のお知らせ 

    7月 28日(火)新入会員卓話 大久明香会員を荻原克則会員に変更となります。 

 

 

   § ハイライト 7月号が届いております。（レターボックス配布）全国寄付額が掲載されており

ますので読ください。 

 

 

   §古矢幸伸会長  こんにちは。昨日 9日に今年度ロータリー財団の補助金を活用した社会奉仕

事業として、フェイスシールド 1,000枚を富屋特別支援学校へ寄贈して参り

ました。今後の感染を防ぐ助けとなっていただきたいです。子供たちの笑顔

にも触れ、ニコニコ致します。 

  §田中豊治会長エレクト 

        先週の親睦ゴルフは、おそらく僕が優勝したのではないかと思われます。賞

金をいただけそうなのでニコニコしておきます。 

   §仲田真介会員  皆さんこんにちは。7月 9日、栃木県富屋特別支援学校にロータリー財団補

助金を活用したフェイスシールドの寄贈に行きました。校長先生をはじめ、

たくさんの先生方、そして生徒会長の笑顔を見たとき、本当に必要としてい

る人たちに届いて良かったなと思いました。ニコニコします。 

社会奉仕委員会報告      長 英明 委員長 

 

 

 

 

プログラム委員会報告        杉本 勝 委員長 

 

 

 

 

米山記念奨学会報告         上杉 哲也 委員長 

 

 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     熊本 泰久 委員 

 

 

 

 



RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

   §高橋和夫会員  誕生祝、ありがとうございました。 

   §橋本 泉会員  誕生祝のワインをいただき、ありがとうございました。 

   §長 正英会員  7月 9日陽北 RCゴルフコンペに於いて、ホールインワンを達成しました。イ

ーストウッドカントリークラブ 14番ホール、146ヤードでした。生まれて初

めての事で、大変うれしく思っています。同伴の田中先生、加藤さん、荻原

さんと陽北 RCの皆様に感謝です。 

§湯浅 定会員  長さん、ホールインワンおめでとうございます。お祝いの日の日程を開けて

待っております。 

   §西山 穣会員  9日は新年度、第 1回目のロータリーゴルフコンペが開催され、ご参加の皆

様、ご苦労様でした。長さん、ホールインワンおめでとうございます。田中

先生、優勝おめでとうございます。次回は 8月 26日に開催となりますの

で、よろしくお願い致します。 

   §加藤紀夫会員  長正英会員、陽北 RCゴルフコンペでのホールインワンおめでとうございま

す。同じ組でプレーさせていただき、ホールインワンに立ち会うことが出

来、最高でした。 

   §荻原克則会員  長先生、ホールインワンおめでとうございます。めでたいものを見させてい

ただきました。 

   §須賀正人会員  先週、ゴルフ愛好会に参加させていただきました。長先生、ホールインワン

おめでとうございます。賞金全額ニコニコします。 

          

   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 25,000 円  

 

 

 

  クラブ運営委員会 田中豊治 委員長 

  友愛委員会 岩﨑正日登 委員長 

  ・プログラム委員会 杉本 勝 委員長 

  ・出席ニコニコボックス委員会 長谷川達紀 委員長 

  ・ファミリー活性化委員会 庭野宏隆 委員長 

  情報委員会 三井良春 委員長 

  ・ソーシャルメディア広報委員会 荻原美岐 委員長(代理：薄久保大輔副委員長) 

  ・会報委員会 須賀正人 委員長 

  ・雑誌資料委員会 西山 穣 委員長 

  会員組織委員会・会員増強委員会 加藤紀夫 委員長 

  ・会員選考職業分類委員会 黒崎行雄 委員長 

 

 

 

 

 

各委員会 委員長方針発表 
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日付 プログラム 時間 例会場 

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 

 

 

日付 プログラム 時間 例会場 

第 1166 回 

8 月 4 日(火） 

クラブ・フォーラム① 

長 英明 社会奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1167 回 

8 月 11 日(火) 
夜間例会（納涼会） 18：30～ 別途案内 

第 1168 回 

8 月 18 日(火) 

招待卓話：第 3 グループ A 

ガバナー補佐 

印出井 敏英様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1169 回 

8 月 25 日(火) 

会員卓話 田中 豊治会員 

田中医院 医院長 
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％        100％ 

％ 

次回例会予定 

 

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 


