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2017 年８月１日（曇り後雨）第５回例会

点
鐘 田嶋（章）会長
司
会 副ＳＡＡ 床井会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチメニュー
和定食
※席次表 ８、９月は地区大会の準備委員会毎
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。７月 26 日にガバナー公
式訪問で太城ガバナーと一緒に栃木ＲＣに行っ
て参りました。栃木ＲＣは 2550 地区で３番目に
古く、63 年を経ているとのことでした。2019 ～
2020 年には、ガバナーを排出される予定とのこ
とです。太城ガバナーからは多数の増員をして頂
きたい、とのお話がありました。訪問時に６名の
増員があり、44 名から 50 名になったとのことです。
ガバナー排出の時には 70 名を目指していきたい、
とのことでしたが、太城ガバナーからは、「 100
名を目指してください。」とさらに上乗せの要望
が出ました。また、東ＲＣの趣味の会などについ
ての話や、いろいろご説明して参りました。今月
は会員増強月間です。皆様のご紹介の上で、当ク
ラブも増員を図っていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
新会員紹介

職業分類
所 在 地
電話番号
ＦＡＸ番号
推 薦 者

紹介者 菊地（憲）会員
氏
名 小林 弘治
（こばやし こうじ）
年
齢 48 歳
事業所名 （有）マルコ海苔店
役
職 代表取締役
海苔販売
〒 320-0822 宇都宮市河原町 1-21
028-634-7757
028-635-8799
菊地 憲壽会員
尾野﨑孝夫会員

会員数 116 名

列席 87 名

出席率 85.29%

※小林敬治会員が退会され、小林会員のご長男
の弘治様が新たに入会されました。

幹事報告

片嶋幹事

◇ロータリーレート ８月は１ドル 111 円。
◇先々週に引き続き、九州北部集中豪雨被害の義
援金のお願い。（募金箱を各テーブルに回す）

委員会報告
◇親睦委員会
山﨑副委員長
・納涼親睦家族会では、大勢の方のご参加ありが
とうございました。親睦委員会では今後も楽し
い企画をご用意しておりますので、皆様の出席
をお願いします。
＜誕生祝い・８月＞
菊地（憲）副委員長
会員誕生
伴
誠、羽石 光臣、小篠 一暉、
松本 弘元、永井 泰幸、中村 吉辰、
髙木
敬、戸﨑 勝彦、八城 光男、
吉川 卓志
各会員
夫人誕生
伴
誠、菊地 正幸、辻
裕司、
各会員の奥様
◇公式訪問随行委員より小林（正）地区副幹事
席次表の隣に当月のガバナー公式訪問の随行
委員一覧を掲示いたしました。１週間前に相手
クラブに随行員の名前を通知する事になってい
ます。その前に、皆様に「いつ、どのクラブに
随行していただくので何時に集合してくださ
い」というＦＡＸをお送りしております。今月
分はすべて通知いたしましたのでご確認くださ
い。皆様のご協力に大変感謝しております。残
り３カ月よろしくお願いいたします。

◇会員増強委員会
手塚委員長
８月は会員増強月間です。太城ガバナーから
の手紙を代読いたします。
「皆様、暑中お見舞い申し上げます。７月よ
り新しい年度が始まり、１カ月が過ぎました。
会長をはじめ各委員の皆様には試運転も終わり、
クラブ運営等に慣れてきたと存じます。暑い８
月は、会員増強月間です。例会で会員増強を強
調してください。そして、会員増強のための例
会を催して全会員に新しく入会しそうな人の名
前をノミネートしてもらってください。ノミ
ネート一覧表で会長幹事はじめ、クラブ増強委
員長が面談、説明に回ってください。７月では、
皆様の努力で 35 名の会員増がありました。８
月末までに 65 名上積して 100 名の実質増を達
成しましょう。８月は熱い夏になります。皆様
会員増強に一汗かいて下さい。ご自愛しながら
頑張ってください。」

や友好クラブとの交流・親睦を支援します。
③地区の国際奉仕委員会に協力します。
④その他、国際ロータリーの基本に則り、有意
義な奉仕活動や国際貢献ができる機会を作れ
るように最善をつくします。
１．ロータリー財団委員会
塚越委員長
クラブ会員のロータリー財団活動への理解促
進を進めることに重点をおいて、
①「ロータリー財団月間」等の機会を利用して、
財団の目的・意義を会員に周知し、理解を求
めます。
②財団への年次基金寄付やポリオプラスへの地
区目標達成と、恒久基金寄付への協力をお願
いします。
③ポリオ撲滅に協力します。
④社会奉仕委員会と連携し、財団地区補助金を
利用して、社会福祉法人養徳園の園外活動へ
の支援を予定しています。
２．姉妹クラブ委員会
冨貴塚委員長

今年度各委員会の事業計画の発表（２）
Ⅰ．プログラム委員会
中村（明）委員長
「元気で活発なクラブ作り」を目指し、会員
の満足と拡大につながるプログラムを企画し、
例会の充実を図ります。
①ロータリー月間（週間）テーマに即した内容
に努めます。
②さまざまな分野のゲストをお招きし、会員に
とって有意義な例会卓話となる様に努めます。
③月間テーマに関わる委員会の委員長卓話や、
ガバナーのホームクラブとして地区委員卓話
を取り入れます。
④夜間例会は、会員の更なる親睦を図ると共に、
委員会開催の場を設け、委員会活動の充実に
つなげます。
今月は知事、９月は市長の卓話があります。
Ⅱ．社会奉仕委員会
炭田委員長
四つのテストに照らし合わせ、皆のためにな
る地域社会に密着した参加型の奉仕活動を実施
し、好意と友情を深めたいと思います。
①済生会宇都宮乳児院への支援事業（オムツか
靴下を寄贈予定）
②児童養護施設「養徳園」の課外授業を今月
20 日 に 予 定。 園 児 21 名、 先 生 13 名、 ロ ー
ターアクター４名、当クラブと夫人の会で３
～４名参加いたします。（地区補助金も利用）
③会員１人１本、植樹活動の実施
Ⅲ． 国際奉仕委員会
塚越委員長
①例年通りカンボジアへの教育、生活支援予定。
クラブの実情に合わせた国際奉仕活動を協議
し実現に努めます。
②姉妹クラブ委員会と連携し、国際姉妹クラブ

姉妹クラブであるソウルＲＯＴＣロータリーク
ラブとの相互理解に基づいた親睦活動及び無理の
ない継続的な活動を考えるとともに、新たに台湾
高雄の鳳山西區ロータリークラブとの友好活動を
深め、姉妹クラブ締結にむけて相互理解に基づい
た親睦活動の実施に努めてまいります。鳳山西區
ロータリークラブからこの秋の訪問を要望してい
るという話も聞いているので、実施される場合は
皆様のご協力をお願いいたします。
Ⅳ．青少年奉仕委員会
小林（正）委員長
青少年の健全な育成を目標とし、活動をして
います。青少年奉仕委員会全体では、
①テリトリー内にある中学校の善行生徒の表彰
②１月に行われる宇都宮チャンピオンカップの
支援
③今年度、東日本大震災の孤児である宇都宮大
学の学生のカウンセラークラブとして活動
④ローターアクト、インターアクトの支援
１．ローターアクト委員会
ローターアクトは現在７名ですが、半分以上
は留学生なので、もう少し増強するように指導
しております。ローターアクトでは多年度にわ
たり養徳園へ支援をおこなっています。20 日の
大洗の課外研修への出席、翌週 27 日には毎年
おこなっている花火大会の企画運営を行います。
２．インターアクト委員会
６月 30 日に宇都宮商業高等学校における宇
商マーキュリーインターアクトクラブの設立が
認証されました。11 月か 12 月に認証状の伝達
を行う予定です。再来週のインターアクト全国
研修会、及び当地区の地区大会にも新クラブと
して参加いたします。
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Ⅴ．ロータリー米山記念奨学会委員会

渡邉（有）委員長
①奨学事業の理解促進
・米山奨学会事業に関する深い理解を一層促
進するために、10月の米山月間におきまし
ては、米山奨学生のチョンセンチャン カ
ムニーサイ君の卓話を予定いたしておりま
す。
・米山奨学会に関する豆辞典の配布や米山奨
学会活動を皆様に紹介し一層ご理解協力が
得られますよう広報に努めます。
②奨学会への寄付増進への取り組み
米山奨学会へのクラブ会員の理解を深めて、
会員ひとりあたりの目標額を達成できますよ
うに努めます。
③奨学生の受け入れと、交流促進、広報活動
世話クラブとして引き受けました奨学生の
学業支援、そして、クラブ会員との交流、親
睦を深めるよう努めます。また、地区年次大
会を始め、クラブ奉仕活動や、親睦会、ロー
ターアクト、ＲＹＬＡセミナーへの参加等を
呼びかけ、深い親睦とロータリーへの理解の
促進を図ります。
④ロータリー米山記念奨学会学友委員会との取
り組み 新しくできた学友委員会と心を一つ
に活動してまいります。

宇都宮東ロータリークラブ

１． ロータリー米山記念奨学会学友委員会

田村委員長
①ロータリー米山記念奨学会委員会と連携し、
米山記念奨学会の学友が実施する国際親善・
友好交流等の活動に対し支援および協力を行
ないます。
②世話クラブとして引き受けた米山記念奨学生
が、奨学期間終了後も当クラブとの友好関係
を維持・継続するための方策を考案し実施に
努めます。
Ⅵ．公共イメージ委員会
辻委員長
当クラブの横の繋がりを強め、活動や情報を
持つことが必要です。昨今、公共イメージが重
要視される流れになっています。当クラブの中
で情報関係の各委員会を再考し、独立した公共
イメージ委員会で、内外に広報を進めていきた
いと思います。ロータリー戦略計画に占める公
共イメージ向上の役割は、行動を主体とした
奉仕の実践による活動の話題を広めることで、
ロータリーとその人道的活動をもっと多くの人
びとに認識してもらう、ロータリアン自らが汗
をかき、市民・地域に訴えるスタイルは大変意
義深い、ということですので、クラブのいろい
ろな活動を収集して、広くＰＲすることに努め
て参ります。

夫人の会

絵本読書研修会「よみきかせ」

６月19日（金）
、学校法人北関東カトリック松ヶ峰幼稚園で園児へ
の絵本読書「よみきかせ」が行われました。園児達は、絵本から飛
び出したような会員お手製の大きな鯨におおはしゃぎで、共に楽し
いひと時を過ごしました。これは毎年夫人の会で行っている奉仕活
動の一環で、今回は夫人の会創立30周年にあたり、太城夫人の会会
長から絵本贈呈の目録をお渡しいたしました。（担当 螺良・入江）
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