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2020-2021 年度 第 1189 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」 

 

   会長の時間 

皆さん、こんにちは。本日第 1189回例会です。 

まず、本日入会式となります、峰町キリスト教会 牧師の安食 滋良さんにご来場いただきま

した。この後入会式となります。今年度 7人目の入会者となります。またここから新しい陽北 RC

のスタートですね！！ 

今月は、『母子の健康月間』です。 

ロータリーの 7つの重点分野 

・平和の推進・疾病との闘い・水と衛生・教育の支援・母子の健康・地域経済の発展・環境の保

護の一つです。とらえ方は色々かともいます。私たちロータリアンは皆様からのご寄付はもち

ろん、活動で様々な支援が行われています。 

世界では 

毎年、5歳未満で命を落とす子どもは、世界で推定 590万人。その原因は、栄養失調、適切な

医療や衛生設備の欠如など、どれも予防が可能なものばかりです。すべての母子が質の高い医療

を受けられるように、そして出産で命を落とす母親がいなくなり、子どもがすくすくと成長でき

るように、私たちは支援活動を行っています、とありました。 

では私たちの身近ではどうでしょう？衛生の問題で健康が維持できないという事はあまりない

と思います。ただ母子の心の健康はどうでしょう？陽北 RCで支援をしているキッズハウスいろ

どりも子ども食堂という部分もありますが、利用するこども達の保護者のコミュニティの場でも

あります。貧困や子育ての中での悩みや困りごと、気持ちの余裕には個人差があります。元気な

子供たちには、いつも笑顔のお母さんが必要です。私はいつもこの月間について話をするときに

思うのは、話のスケールが大きくなりがちですが、実はこの月間のことを身近な人たちに話して

いく事がのちに地域を発展させ社会全体を変えていく一助になるのではないかと考えています。

皆様も話してみてはいかがでしょうか？ 

最後に、出席のご案内についてご連絡いたします。 

 司 会                 長 英明 S.A.A 

 

 

 

 

 会長の時間             古矢 幸伸 会長 

 

 

 

 

4 月 第 1 例会          

2021 年 4 月 6 日(火)      会員数 46 名 出席数 34 名 

tel:028-
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現在、新型コロナの影響も鑑み、出席率を重んじるというよりはリモートも含め例会への参加

を促すという事になっています。しかしながら対面での例会に参加する方についてはお弁当の集

計を出席委員会がまとめています。出席の確認の案内について出欠の可否については必ず出席委

員長へ返信ください。出席の集計は本当に大変です。お弁当の無駄もなくしたいので、会員の皆

様におかれましてはご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

◇ 4月のロータリーレートは、110円です。 

◇ 国際ロータリー日本事務局は、東京都はじめ、隣接する各県の新型コロナウイルス感染者の発症

状況を鑑みて、在宅勤務を 2021年 5月末まで延長します。 

連絡の際は、eメール、または、FAXをご利用ください。 

◇ 回覧物が 1点あります。 

   「4月母子の健康月間」のリソースを回覧いたします。ご覧ください。 

◇ 市内 10クラブの親睦ゴルフ大会の参加申し込みを、4月 7日まで受け中です。 

    参加ご希望の方は、お早めにお願いいたします。 

◇ 本日例会終了後に理事役員会を開催します。理事役員の皆様は、宜しくお願いいたします。 

 

 

    

安食 滋良(あんじき じょい)会員 

峰町キリスト教会 牧師 

 

推薦者：長 英明会員・仲田真介会員 

 

 

 

 

§会 員 誕 生  富川耕吉 会員・熊本泰久 会員・仲田真介 会員 

日下 篤会員・安野嘉政会員 

§配偶者誕生  古矢幸伸 会員・髙橋順也会員 

§結 婚 記 念  田中豊治 会員・三井良春 会員・樋口富之 会員 

黒崎行雄 会員・鈴木克基 会員 

 

 

  

    関 夫美 会員 地区米山記念奨学会委員会 世話クラブカウンセラー 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

新入会員入会式 

 

 

 

 

4 月のお祝い事             

 

 

 

 

委嘱状             
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§古矢幸伸会長  こんにちは。本日、安食様、ご入会おめでとうございます。心から歓迎申し

上げます。 

§田中豊治会長エレクト 

         競泳 100ｍバタフライで池江璃花子さんが優勝しましたね。白血病の発症か

ら僅か 2年しか経っていません。すごいですね。誰がこの日の来るのを予想

できたでしょう。あまりの素晴らしさに、思わず涙が出ました。 

   §三井良春会員  久しぶりに出席しますので、ニコニコします。 

   §熊本泰久会員  お誕生日のワインありがとうございました。 

   §上杉哲也会員  皆さんこんにちは。3月 17日に開催されましたゴルフ愛好会のコンペでニア

ピン賞をいただきました。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  12,000 円    

 

 

  

田中豊治会長エレクト 

 

 

 

「2021-2022 年度 クラブの方針と計画」 

 

RI会長のテーマ「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために」Serve to Change Lives 

 具体的な活動目標は以下の 2点 

1. ロータリー奉仕デイを開催しましょう。 

2. RI会長主催会議への出席を計画しましょう。 

 

第 2550地区ガバナーの方針と目標「未来のクラブを抽きましょう」 

 

我がクラブの方針と目標「ロータリーの伝統を守り、基本に戻ってクラブライフを楽しもう」 

 

 RI会長のテーマ・地区ガバナーの方針はむろんの事として尊重致しますが、クラブ独自の目

標・方針に沿って活動してゆきたいと思います。 

 現在のロータリー組織はあまりに膨大化しすぎた感があり、組織がやや硬直化している感を

持ちます。私はクラブ組織を可能な範囲で Down Sizingし、Simpleなクラブ運営を目指したい

と思います。 

 我がクラブの 5年後といわず、10年～20年後を想いうかべる時、クラブが健全に存続し続

けるための要諦は以下の 3点につきるのではないかと考えています。 

ニコニコボックス委員会報告     湯浅 定 副委員長 

 

 

 

 

クラブアッセンブリー             
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1) 例会に出席することが楽しくあるべきこと。 

2) 例会に出席することにより、何がしかの得る物があること。 

3) クラブの活動が、多少ではあっても世の中の役にたっていること。“世の中”とは少々大袈

裟ですが多少なりとも地域社会の役にたっていると、我々メンバーが実感できること。 

 この 3点が絶対条件であろうと思います。以上この 3点が実現できるよう活動してゆくつも

りです。 

 以上の基本的方針を踏まえて、具体的には以下の如く活動してまいります。 

1) 職業奉仕(職業をとおしての社会貢献)こそがロータリーの原点であり、金看板であると思

います。日々の職業奉仕の実践なくしてロータリーは無い。職業奉仕を他の全てに優先さ

せ、最も重視します。 

2) メンバーそれぞれの職業の“見える化”を図るため、年に 4回(春夏秋冬)普段の仕事着で

出席する例会を開催する。…仕事着例会と名付けます。 

3) 目的は同じ“仕事の見える化”ですが、メンバー各位が自己の仕事の特徴、セールスポイ

ント(得意とする仕事)等をアピールする卓話を実施してもらう。 

4) 会員相互の親睦も極めて重要ですから、親睦活動はこれを積極的に推進してゆきます。 

5) 以上の職業奉仕の精巧と親睦活動の積極的推進により、今まで以上に会員相互の互恵関係

を育んでゆきたい。 

6) 奉仕に関して、“We Serve”と“I Serve”とがあり、しばしば議論が交わされています。

私はロータリーの基本、キモは“I Serve”にあると思っていますので、これを中心に据え

て活動してゆきます。 

7) ロータリーは時間厳守が伝統です。例会の開始時間、終了時間、卓話時間の確保等々、厳

格に守ります。 

8) ロータリーの醍醐味は卓話にこそあり。卓話の充実を図ってゆきます。 

9) 具体的な数値目標については、ガバナーの方針そのままに設定いたします。 

・年次基金 一人年間 150ドル 

・ポリオ撲滅活動 一人年間 30ドル 

・米山奨学会 一人年間 19,000円 

・会員増強 増強 2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

出席報告    八重樫 孝子 委員 

 

会員数   46名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   34名   前々回訂正    0名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  73.91％       86.67％ 

％ 

例会予定 

 

第 1190 回  4 月 13 日(火) 

会員卓話 

杉本 勝 会員 
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日付 プログラム 時間 例会場 

第 1191 回 

4 月 20 日(火) 

夜間例会 

観桜会 
18：30～ 別途案内 

第 1192 回 

4 月 27 日(火) 

クラブフォーラム⑤ 

奉仕活動プロジェクト委員会 

熊本泰久 常任委員長 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム 

 

 

 

 


