（2019 年）令和元年 7 月 9 日 2019～2020 年度 No 2（第 3296 回会報）
会員数 101 名 出席者数 72 名 出席率 76.6％
ビジター紹介（親睦活動委員会 金子昌郞副委員長）

山野真一様（弁護士）
会長挨拶（町田卓大会長）

暑くなったり寒くなったりで夏風邪をひいてしまいました。皆さん気を付けて、仕事にロータリーに
頑張っていただきたいと思います。
快出席祝（出席委員会

前年度稲野秀孝委員長）

前田正典会員（33 年）北村光弘会員（33 年）天谷健二会員（10 年）金山典生会員（6 年）
和氣幸雄会員（4 年）三井勝滋会員（4 年）戸田博之会員（1 年）赤塚茂会員（1 年）
吉田範行会員（1 年）池田剛会員(1 年) 南波精一朗会員（1 年）渡邊弘会員(1 年)
SAA（毛塚武久 SAA）

今日はミリオンダラー例会です。年、2 回ミリオンダラー例会を開催しております。これは財団寄付の一
部で、通常の食事代を質素にして、その一部をロータリー財団へ寄付を致します。ミリオンダラーの由来
は、世界中でロータリークラブの会員が 50 万人を超えた 1961 年頃、例会の食事を月１回質素にして、
１人２ドル節約すれば世界中で 100 万ドルミリオンダラーの資金が出来、寄付にまわせるという事から
名前がつきました。
国際奉仕委員会報告（酒井誠委員長）

9 月 13 日から 16 日迄、タイのパトムワンロータリークラブとの消防自動車の贈呈式があります。贈
呈式参加希望の会員様は、今月末までに私迄にご連絡を頂ければと思います。宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会（吉田範行委員長）

誕

生

祝：久保井和臣会員 三井勝滋会員 喜谷辰夫会員 町田卓大会長

結

婚

祝：関雅樹会員 小島克之会員

快 出 席 祝：三井勝滋会員 池田剛会員 北村光弘会員 前田正典会員 和氣幸雄会員 赤塚茂会員
吉田範行会員
奥 様 誕 生 祝：助川通泰会員 関雅樹会員 加藤雅敏会員
町田卓大会長：1 年間、宜しくお願い致します。

北上和博会員：何卒宜しくお願い致します。
プログラム紹介（プログラム委員会

伊原修委員長

）

本日のプログラムは｢今年度 1 年間の活動方針について｣という事で、クラブ奉仕委員会より報告を頂
きます。親睦活動委員会を除いた他の委員会の委員長さんに、ご報告をいただきます。
卓話｢今年度 1 年間の活動について｣
クラブ奉仕委員会

明賀一博委員長

明賀です。1 年間宜しくお願い致します。奉仕委員会は親睦委員会を含めて 10 クラブの委員会から構
成されています。親睦活動委員会活動方針は、次週に時間を取らせて頂きま
す。クラブ奉仕委員会は、クラブの組織運営に関する活動を行ないます。10
の委員会でそれぞれの委員会独自で活動を行なうだけで無く、連携して活性
化できるよう活動を行いたいと思います。それぞれの活動例えば、さんまプ
ロジェクト・消防自動車寄贈プロジェックとの際には多くの委員会に声を掛
けていただけたらと思います。会報委員会や公共イメージ委員会等に声を掛
けていただき｢ロータリーの友｣への掲載又新聞・メディアへの依頼等、そして定款細則・クラブ史編纂委
員会でも来る 70 周年の資料の一部になるのではないかと思います。私の方に声を掛けていただければ、
こちらから各委員会へお話をさせていただきます。改めまして、1 年間宜しくお願い致します。
職業分類・会員増強委員会

新井将能委員長

本年度の地区方針に各クラブ純増 1 名があります。毎回出ている方針です。そして、退会者を出さな
い事も使命されております。当委員会としましては、会員増ばかりに目を奪われることなく当クラブ
の活動に理解して頂く丁寧な会員増強の取組みが必要ではないかと思います。会員皆様のご協力並び
にご推薦を頂きながら、クラブ内外への当クラブの理解・活動を通じて今年度の会長方針｢縁｣が実現
できる会員増強に努めて参りたいと思います。同時に職業分類の原則の理解を深めて、職業分類の適
正化を随時図っていきたいと思います。具体的な事業計画につきましては、会員増強にむけた理解・促
進活動とその定期的な進捗状況の確認等、理事会へ報告させていただきます。1 年間どうぞ宜しくお願
い致します。
ロータリー情報委員会

辻博明委員長

当委員会は、私を含めて 5 名の委員で構成されます。私はロータリー歴 21 年になります。私が 1 番の
新米メンバーです。大先輩ばかりです。私自身が勉強をするつもりで頑張りたいと思います。色々と難
しい言葉で委員会の理由が書かれています。ロータリーの情報提供・理解・促進、これを基軸として活
発な活動に成るように、お手伝いをしていくというのが当委員会の方向です。活動計画は 4 つ有りま
す。第１は、新入会員のオリエンテーションです。これに際して、当クラブのパンフレット・クラブの
概要案内を新しいものにします。選考委員会で通った新入会員候補者の方とオリエンテーションを行
ないます。第 2 は、テーブルミーティングの実施です。町田会長の方針で、なるべく単卓で開催する
事が今年度の方針です。第 3 は、クラブフォーラムです。今年度は、10 月と年明けの 2 回予定してお
ります。テーマは未定ですが、皆さんからご意見が集約できるようなテーマをあげさせていただきま
す。第 4 は、例会におけるミニ情報の提供です。その時々に随時最新の情報を 1 番適切な方にご説明
をしていただくことが 1 番ベストと思っておりますので、多くの方々にご協力をいただくことになる
かと思います。どうぞ、宜しくご協力の程お願いします。
定款細則・クラブ史編纂委員会

長谷川正副委員長

前年度当委員会委員長を務めました長谷川です。今回委員長欠席のため、私がお話をさせて頂きます。

内容的には、定款の細則変更をうけて当クラブの意見が必要な場合、必要となる可能性がある場合、9
月に RI 定款細則変更の日本語版が出来上がりますので、それを確認した上で理事会を通じて変更の手
続きを進めていきたいと思います。次にクラブ史編纂は、私前年度木村委員から 70 周年を迎えるにあ
たり、色々な写真データー情報等を広く集め、維持管理するために努めていかなければいけないと教
わっております。委員長に私の方からお伝えしております。どうぞ、ご協力の程お願いします。
出席委員会

加藤幸夫委員長

当委員会は、委員長加藤、副委員長に和氣会員、委員に北村会員と長谷部会員の 4 人です。ロータリ
アンの基本は出席からということで、例会の出席は勿論の事、クラブ内の行事や地区内の行事にも積
極的に出席いただける様に活動をしていきたいと思います。その具体策として、来月から快出席の発
表と記念品の贈呈をしていきます。再来週 A テーブルだけでテーブルミーティングを行なう予定です。
毎回例会時に出席簿に印をしますが、もれが出ているようです。その確認も今日からしていきたいと
思います。次にメイキャップの指導です。皆様、宇都宮市内の他のクラブの例会を行なっている曜日や
会場をご存じでしょうか？他のクラブでメイキャップを行なう場合、ご存じ無い場合は我々に聞いて
下さい。又長期欠席の対応もあります。ロータリーは楽しい。その為には出席しようと、皆さんとお話
しできるようやっていきたいと思います。
クラブ会報委員会

柴田彰夫委員長

今年 1 年間宜しくお願い致します。私の今年の目標は、例会に必ず出席するということです。方針と
目標は、掲載されているとおりです。前年度委員長の内容をそのまま記載しております。例会に出席し
て、作業を粛々とすすめるという事が今年度の目標です。どうぞ宜しくお願い致します。
公共イメージ委員会

宮本隆昌委員長

当委員会は、4 人体制で行なう事になりました。この委員会は、今年からスタートです。昨年までは、
雑誌広報委員会としてロータリーの友に記事を掲載し、又その雑誌に載っている内容等理解する委員
会でした。今回は月刊誌の刊行と今迄行なったことの無いことです。理事会の内容を第 1 例会時に報
告をしておりますが、その内容・会長の挨拶等を取りまとめて皆様に PR していくことが 1 番最初の
仕事かと思います。ホームページの掲載と更新が当委員会に与えられました。公共イメージアップと
いう事で｢ロータリーの友｣7 月号の最初のページを読んで頂ければと思います。その内容を会員の皆
様や地域社会の皆様にロータリーを広く理解していただく様、会長から言われました。｢ロータリーの
友｣を読んで頂く。社員の方やお客様に見えるところに｢ロータリーの友｣を置いて頂き、｢全世界のロ
ータリアンの方がこの様な活動をしています｣という話のきっかけになれば、公共イメージになるかと
思っています。当委員会は、クラブ内・クラブ外・一般の人達や地域社会に対して、宇都宮ロータリー
クラブを発信出来るようにしていきます。1 年間ご協力を宜しくお願い致します。
プログラム委員会

伊原修委員長

委員長の伊原です。副委員長に村木会員、片山委員と岸本委員です。この体制で、1 年間させて頂きま
す。町田会長の方針｢ロータリーの縁｣ロータリーを成長させよう！これに基づきまして、例会をより
魅力的に楽しく会員の為になるように、例会の卓話をよりいっそう充実になるよう図らせて頂きます。
1 番目に、会員相互の理解と交流を促進するために会員卓話を積極的に実施致します。特に、新入会員
の方には積極的に卓話をお願いさせて頂きます。2 番目に、月間に設定されているテーマに関する内容
や各委員会の活動の理解を深める内容等、年間の行事と委員会活動を意識した卓話のスケジュールを
考えます。3 番目は、月に 1 度部外の卓話者をお招きし、より啓発につながる卓話を企画致します。卓
話者の選定には、会員皆様のご意見をうかがいながら幅広い分野の卓話が出来ますよう努めていきた
いと思っております。是非、ご協力を宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会

吉田範行委員長

当委員会の委員長吉田です。副委員長は荒井会員、猪瀬委員です。1 日も早く円滑な運営が出来るよう、
取り組んで参ります。内容に書いて有りますよう、出席祝い等に加えて、日々の皆様の暮しの中で何か
｢嬉しいこと｣｢トピック｣等がありましたら、ニコニコして頂き、合わせて皆様にご披露させて頂きま
す。1 年間どうぞ宜しくお願い致します。
＝当日の食事＝
カツカレー
サラダ コーヒー

【7 月卓話】
７月 9 日（火）今年度 1 年間の活動について
クラブ奉仕委員会 明賀一博委員長
7 月 16 日（火）今年度 1 年間の活動について
職業奉仕委員会

喜谷辰夫委員長

社会奉仕委員会

三井勝滋委員長

親睦活動委員会

小島克之委員長

7 月 23 日（火）今年度 1 年間の活動について
国際奉仕委員会

酒井誠委員長

青少年奉仕委員会

熊本勇治委員長

7 月 30 日（火）特別休会
会報担当：柴田 彰夫 会員
画像担当 渡邊

肇 会員

