（2018 年）平成 30 年 7 月 17 日 No 3 2018～2019 年度（第 3252 回会報）
会員数 102 名 出席者数 67 名 出席率 69.1％
ビジター紹介（親睦活動委員会

伊原修 副委員長）

川名悟様（第 2550 地区 ガバナー補佐 第 3 グループ A ）
岡﨑善胤会長

川名ガバナー補佐、ようこそおこし下さいました。当クラブと地区のパイプ役として、1 年間宜しくお
願い致します。暑い日が続きます。昨日迄、幕末の歴史をたどる年１回の勉強会で、函館へ行ってきまし
た。米山記念奨学会から、6000 万円達成クラブ表彰の案内が来ております。本日の卓話は「1 年間の活
動について」です。社会奉仕委員会・国際奉仕委員会・青少年奉仕委員会の発表です。
第 2550 地区ガバナー補佐 第３グループ A

川名悟 様）

宇都宮 90 ロータリークラブ第 2550 地区ガバナー補佐第 3 グループ A の川名です。宜しくお願い致し
ます。私は 1 年間バリー・ラシン IR 会長の BE THE INSPIRATION、そし
て伊東ガバナーの「ポールを語ろう・・・それは一人のインスピレーション
から始まった」
を岡﨑会長と共に 1 年間でどれ程達成出来るか分りませんが、
皆さんのパイプ役として努力していきたいと思います。これからも、どうぞ
ご指導の程よろしくお願い致します。
喜谷辰夫会員 会葬御礼

先日義母であります村山郁の葬儀に際しまして、ロータリーメンバーの皆様方からご会葬頂き又多く
の御芳志を頂きました。有り難うございました。村山金平のつれ合いということで、皆様方に大変お世話
になりました。101 歳という事で、大往生でした。最後は、済生会の「特別養護老人ホーム とちの木荘」
で、しばらく暮らしておりました。最後は眠るように亡くなりました。御礼のご挨拶とさせて頂きます。
幹事報告（熊本勇治幹事）

ホームページをリニューアルいたしました。会長方針他、掲載されています。是非、ご確認頂ければと
思います。又、事務局の電気・エアコン等を交換致しました。快適になりましたので、委員会等でご使用
頂ければと思います。
社会奉仕委員会報告（関口快太郎委員長）

西日本豪雨災害義援金のボックスを先週に引き続きまわさせて頂きます。先週ご欠席の方は、是非お
願い致します。
ニコニコボックス委員会（菊地正敏委員長）

誕

生 祝：渡邊定夫会員 久保井一臣会員

快 出 席 祝：渡邊定夫会員 三井勝滋会員
石島洋会員：ＩＲカジノ法案が討議されている今日ですが、先週アメリカ留学を終えた息子とラスベ
ガスへ旅行してきました。アメリカの繁栄の象徴の様な場所ですが、帰り際にスロット
マシンで 1500 ドル当たりました。ネバダ州の法律では、スロットマシンでの配当 1200
ドル以上は税金がかかる為、書類の作成に手間がかかりました。楽しい旅でした。
プログラム紹介（プログラム委員会

岸本卓也委員長）

本日は「今年度 1 年間の活動について」です。国際奉仕委員会の毛塚武久委員長・社会奉仕委員会の
関口快太郎委員長・青少年奉仕委員会の旭野好紀委員長にお話を頂きます。宜しくお願い致します。
1 年間の活動について」

卓話「今年度
社会奉仕委員会

関口快太郎委員長

社会奉仕委員会は、ここ何年間にわたって大きなプロジェクトがあります。今年もそのプロジェクを通
して社会奉仕活動に精を出してゆきたいと思います。1 つは、11 月 3 日のさんまフェスタです。未だ名
前は仮称ですが、まちかど広場にて開催予定です。まちかど広場は、ラジオベリーの向かいの所です。4
月の初め頃に、この場所をおさえました。後は、申請をすれば使用できる事になっております。今、ロー
タリー財団への補助金申請又他の団体へ申請を出しておりますので、準備は着々と進んでおります。昨
年の明賀委員長が道筋を作って下さり、それをたどってゆけば良いかと思っております。前年以上のも
のを作れることを目標に、しっかり頑張って参りたいと思っております。社会奉仕委員会 5 人のメンバ
ーだけでは成功出来ませんので、是非皆様にお手伝い又お顔を出して頂き、プロジェクト成功のお願い
を申し上げる次第です。又サンマフェスタを通して義援金を集め、それを青少年奉仕委員会と協力して、
市内の青少年支援活動を企画しております。昨年度は、クリスマスパーティーを行いました。良い活動が
出来るよう、考えております。寄付の件ですが、プロジェクトばかりでは無く、災害時の義援金を募り、
又先日は宇都宮みや祭りにも寄付を致しました。他団体より寄付の要請があるかと思いますが、理事会
に掛け協力をしてゆきたいと思います。宜しくお願い致します。委員会として岡﨑会長の提唱する「今年
は、行動する」という理念の元、全員で活動を行い、委員会活動を成功させてゆきたいと思います。皆様
のご協力を宜しくお願い致します。1 年間宜しくお願いします。
国際奉仕委員会

毛塚武久委員長

昨年は国際交流委員長、今年は国際奉仕委員会委員長と、私大丈夫かな？と今でも不安なのですが、で
きる限り皆様のお力をお借りし、頑張ってゆきたいと思っております。国際交流委員会の林委員長・ロー
タリー財団委員会の佐々木委員長・米山記念奨学委員会の草野委員長の 3 委員会で構成されている委員
会です。国際奉仕に関する事に責務を遂行する上に、情報と援助とアイデアを持ちながら実施してゆき
たいと思っています。前任の善林委員長の活動を引継ぎながら、消防車寄贈を行ってゆきたいと思いま
す。7 月 6 日に日本通運さんのご協力の元、日本から出航した消防自動車は 7 月 14 日にタイへ到着して
いると思います。今季今現在、1 台の消防自動車を確保しております。コンテナに 2 台まで入れられるの
で、他のクラブさんに声を掛け 2 台を寄贈出来たらと考えております。昨年度はグローバル補助金を得
られなかったという事です。今年は単独で又予算の範囲内で輸送出来るのではないかと思っております。
グローバル補助金は、貧困地域の子供達の支援や水と衛生が大きなテーマという事です。ストリートチ
ルドレン支援と合わせて出来れば良いかなと思っております。どうぞ、宜しくお願い致します。
ロータリー財団委員会

佐々木英典委員長

当委員会は、矢嶋会員・片山会員・針谷会員の心強いメンバーの元、1 年間運営していこと思っていま

す。ロータリー財団は、ロータリアンと支援者による寄付のみによって支えられている財団です。地元
地域や海外の地域社会のニーズに応えられる比較的規模の小さい補助金、地区補助金と呼ばれるもの
があります。これと共に、持続可能で大規模な国際活動を支えるグローバル補助金という 2 種類の補
助金を通じて、ロータリアンは人々の健康改善・教育支援・健康救済に努め、世界理解・親善・平和促
進の活動が出来るという事です。岡﨑会長が掲げる「ロータリーは、何をするか」というクラブ方針の
元、その中の目標に位置づけられています。ロータリー財団への支援・補助金プロジェクトへの参加と
寄付金を通して、計画・実施してまいりたいと思っております。事業計画は大きく分けて 3 つありま
す。1 つは、例会での財団に関するプログラムへの企画。2 つめは、補助金プロジェクトへの参加。3
つめに、寄付目標会員 1 人あたり 150 ドル以上です。先ず 1 つめ 11 月にロータリー財団の強化月間が
あります。来月から委員を招集し委員会を開催、月間に向けていかに活動をしていくかメンバーと話し
合っていこうと考えています。強化月間を地区と連携して展開していこうと考えています。2 つめは、
社会奉仕委員会や国際奉仕委員会と共に、どの様な補助金プロジェクトへの参加が可能か検討してい
きたいと思っています。3 つめは、前年度は達成しております。会費と共にお預かりしている金額・ミ
リオンダラーと合わせまして、他に約 5000 円のご協力を頂くようお願いする事になるかと、その節は
宜しくお願い致します。更に今年は、ポリオプラスもお願いする事になります。こちらも宜しくお願い
致します。1 年間ロータリー財団委員会を宜しくお願い致します。
国際交流委員会

林幹夫委員長

皆さん、こんにちは。私のロータリー歴は、10 年です。実働は 3 年？です。真面目に 1 年間努めてま
いりたいと思います。秋本副委員長・青木委員・山本委員・三原委員です。サンラフェールとの交換は、
会長・幹事と相談をしながら検討をしてまいります。青少年交換事業は、要望があった時に実施すると
いう事です。友好クラブとしてパトムワンロータリークラブとのアグリメントを色んな角度から見直
し・実行していきたいと思います。消防自動車を現在 1 台確保しておりますが、2 台 3 台と増やして
いきたいと思います。皆さん、1 年間宜しくお願い致します。
SAA

米山記念奨学会委員会は、来週発表させて頂きます。
毛塚武久国際奉仕委員長

国際奉仕委員会は、私が委員長で田中副委員長カウンセラーとして近藤委員、そして峰村委員と小泉
委員の 5 名が委員会のメンバーです。有り難うございました。
青少年奉仕委員会

旭野好紀委員長

メンバーは、金山副委員長、藤井カウンセラー、渡邊委員、西村委員の 5 人です。青少年奉仕に関する
青少年活動分野のプロジェクトを担当し、当クラブの青少年奉仕活動に責任を持ち、青少年奉仕の特定
分野について設置されたインターアクト委員会と今年度よりローターアクト準備委員会の仕事をかんと
く、これを調整していきたいと思っております。ロータリー青少年指導養成プログラム・ライラ・ロータ
リー青少年交換プログラム等を通じて青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を生かせるよう、
指導していきたいと思います。インターアクト委員会は永井委員長、ローターアクト準備委員会は町田
委員長、地区ライラ委員会の中野委員長、地区青少年交換委員会の岩崎委員長と密なコミュニケーショ
ンを図りまして、円滑な運営が出来る様すすめて参りたいと思います。本日、インターアクト委員会は、
私の方で発表させて頂きます。
インターアクト委員会（委員長

永井宏樹会員）

宇都宮ロータリークラブが提唱した文星芸術大学附属高等学校と栃木県立宇都宮女子高等学校のイン
ターアクトクラブに指導と助言を行い、健全なるリーダーシップ 奉仕活動と国際理解の育成発展に努

めてまいります。8 月 19 日、2550 地区第 22 回インターアクトの年次大会が、國學院大學栃木高等学
校で行われます。ホストクラブは、栃木県立栃木工業高等学校です。当クラブ提唱の 2 校のインター
アクトクラブの参加人数は、8 月になりましたら確定致します。その際の登録費は、当クラブの負担を
お願いしたいと思います。9 月 20 日、当クラブ提唱の 2 校のインターアクトクラブ合同会議の開催を
予定しております。又 9 月に栃木県立宇都宮女子高等学校の文化祭、10 月には文星芸術大学附属高等
学校の学園祭が行われます。この際には、物品販売による募金活動と会員の皆様からバザー販売への
物品寄贈をお願いしたいと思います。宜しくお願い致します。当例会でも、インターアクトのメンバー
が募金を行わせて頂くと思いますので、その際は宜しくお願い致します。11 月 3 日、宇都宮さんま祭
りを社会奉仕委員会と連携して行います。12 月 15 日、きずな学園でクリスマスパーティーが行われ
ます。2019 年 2 月 3 日から 7 日迄、3470 地区台湾のインターアクトクラブが来訪されます。3 月 26
日から 29 日迄、2550 地区のインターアクトクラブの台湾研修があります。文化交流・国際交流を深
めるために 2 校のインターアクトクラブの参加も予定されています。4 月 20 日、足尾町で「緑を育て
る会」主催の足尾植樹事業に 2 校のインターアクトクラブも参加を予定しております。
ローターアクト準備委員会は、宇都宮ロータリークラブが提唱を検討しているローターアクトの設立
の準備、並びに調査研究と支援を行ってゆきます。ローターアクトとは、チームワークで社会に変化を
もたらしたい。リーダーシップやキャリアに役立つスキルを磨きたい。18 歳から 30 歳迄同年代の人
達の交流を通じて、可能性を広げたいと考える人々が一緒に活動するクラブです。ロータリークラブ
を通じて、可能になります。それは、奨学金や平和フェローシップを受けて大学・大学院で学ぶ。ライ
ラや青少年指導養成プログラムに参加する。友情交換プログラムや職業研修チーム（VTT）に参加す
る。ロータリーに入会する。このような事が可能になります。又ライラは、11 月 23 日から 25 日迄、
鹿沼ニューサンピアで社会人ライラ開催が予定されています。毎年当クラブ会員様の従業員の皆様に、
ご参加頂いております。今年度もお願いすると思います。宜しくお願い致します。2019 年 5 月 26 日、
高校生ライラセミナー開催予定です。ロータリー青少年交換プログラムでは、3470 地区台湾からのシ
ンリーさんを当クラブで 1 年間引き受けてまいります。どうぞ、1 年間宜しくお願い申し上げます。
社会奉仕委員会

関口快太郎委員長

先程お願いを致しました西日本豪雨災害義援金は、7 月 10 日 55,000 円、本日 22,000 円集まりまし
た。合わせまして、合計 77,000 円です。こちらをクラブからの負担と合わせて 10 万円をガバナー事務
所にお届けしようという事になりました。皆様のご了承を宜しくお願いします。

＝今日の食事＝
牛丼
ツナサラダ

会報担当：三井勝滋 会員
画像担当：菅谷隆臣 会員

もみ漬け 味噌汁

