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2019-2020年度　国際ロータリーのテーマ

通算2842号　2019年7月9日（晴れ）第2回例会　会員数124名　列席91名　出席率77.27% 

第2回例会

点　　鐘　　旭　会長　

司　　会　　ＳＡＡ　佐藤（周）会員

◇ロータリーソング「奉仕の理想」

◇本日のランチ

冷やしうどん　かき揚げ　いなり寿し

ビジター紹介� 渡邉（有）会長エレクト
　

◇来訪ロータリアン　

4名（2クラブ）　累計26,537名

　宇都宮陽南ＲＣ

第2550地区第3グループB

　ガバナー補佐　日下田真美様（卓話者）

　随行　　　　　中村　勝　様

����������������青島由加利様

宇都宮90ＲＣ　川名　悟様

◇宇都宮東ローターアクトクラブ

　　山口　雛乃様（7月入会）

◇米山記念奨学生　　ソク　ピセットさん

�

　　会長挨拶� 　旭　会長　

皆さま、こんにちは。本日は、川嶋ガバナー

年度の第 2550 地区第 3 グループ B ガバナー補

佐で宇都宮陽南 RC 所属の日下田真美様をお迎

えしての卓話があります。日下田様には、3 月

17 日の PETS 以来、色々とご教示いただいてお

ります。当クラブの本年度の運営に関しまして、

川嶋ガバナーからの方針を賜り、またガバナー

公式訪問でつつがなく終えるように、これまで

以上にご指導願うつもりです。よろしくお願い

致します。

例会終了後、第 1 回クラブ協議会があります。

各委員長には是非出席いただき、本年度のクラ

ブ方針をお話ください。

◇奨学金の授与

　米山記念奨学生　ソク　ピセットさん

幹事報告� 山中幹事　

◇本日、例会終了後、日下田ガバナー補佐ご出

席のもと、地下ローズの間で第1回クラブ協

議会開催。理事役員、全ての委員長、入会3

年未満の方は必ずご出席を。

◇7月16日の例会は、第2回クラブ協議会。前

年度決算及び今年度前期予算案の審議と採決。

◇本日18時30分～�ホテルニューイタヤにて�旭

年度第1回理事役員会開催。

◇会員数の修正。大武会員が6月末付けで退会

のため7月1日の会員数は123名。現在の人数

は、7月2日に小尾会員の入会があり124名。

◇認定特定非営利活動法人「うりずん」より、

エアートランポリンを寄贈したことへの手作

りのしおりを添えた感謝状が届く。

◇ロータリー囲碁同好会より　第18回ロータ

リー全国囲碁大会のご案内

　10月5日（土）市ヶ谷の日本棋院本院にて。

委員会報告

◇スマイルボックス委員会　　　八田委員

日下田真美ガバナー補佐

　本年度、第3グループBのガバナー補佐を

務めます。どうぞよろしくお願いいたします。

◇出席委員会　　　　　　　　轟前年度委員長

＜皆出席表彰・6月分＞　

　通算�45年� 皆藤　美實�会員

　通算�29年� 野口　忠男�会員

　連続�25年� 若度　哲久�会員

　連続�20年� 小林　正明�会員

　連続�４年� 薮下　行平�会員

　連続�３年� 伴　　　誠�会員

　※五味渕直前会長より表彰状の授与



卓　　　話

　第3グループBガバナー補佐

� 日下田真美様

皆さん、こんにちは。は

じめに残念なお知らせがあ

ります。那須ＲＣが6月30

日付けで終結となりました。

会員が7名でこれ以上増強

が望めず、会の運営が出来

ないということが理由のよ

うです。これにより、2550

地区は50クラブに戻りま

した。

今年度のＲ I会長は、マローニーさんという方

で、アラバマ州の弁護士です。テーマは「ロータ

リーは世界をつなぐ」です。ガバナーは栃木RC

所属の川嶋幸雄さんです。年齢は72歳、ロータ

リー歴は22年です。株式会社タスクの社長です。

ガバナーは地区目標を6つあげられました。

１.　会員増強への取り組み。純増1名。

２.　子ども問題に取り組んで欲しい。

３.　RLI推進。ロータリーの勉強をして欲しい。

４.　ロータリー賞を獲得して下さい。

５.　ロータリー財団の支援。

６.　米山記念奨学会の支援。

です。これらは旭会長が皆様にお話しされ、

委員会の活動に落とし込まれていると思います。

今日は、自分の仕事のこととロータリー歴に

ついて少しお話させていただこうと思います。

私はISOのコンサルタントをしております。今

年の5月で創業20年を迎えることが出来まし

た。ISOについて少しお話させていただきます。

ISO9001が最初に出来まして、これは会社の仕

組みを整える為の規格です。1987年、今から

30年前に出来ました。その頃勤めていた会社

の上司が、東京のISOのセミナーに参加したの

ですが、階段まで立ち見が出るほど大盛況だっ

たそうです。「うちの会社もISOと取るぞ。」と

いうことで、私にISOの仕事に専念するように

と話があり、1年ちょっとで取得となりました。

ほっとするのもつかの間、今度は地球温暖化や

酸性雨の話題がでまして、環境のISO14001に

注目が集まりました。ISO14001は自分の会社

が環境にどんな影響を及ぼしているかを調べて

いただき、特定したものを管理していただけれ

ば良いので、ISOをどれか取りたいと考えた時

は、ISO14001が取り組みやすく、地球のため

にもなりますので、お勧めしたいと思います。

ISOは、情報セキュリティ、食品安全、労働安

全衛生、自動車、医療機器などいろいろありま

す。ちなみに、川嶋ガバナーの会社は、医療機

器に関するISOと地球環境に関するISO14001

をお持ちになっていらっしゃるようです。昨年、

食品衛生法が改正され、食品に関わる全ての会

社に対して、HACCP（ハサップ）というやり方

を取りいれることが義務付けられました。来年

か再来年には施行されると思います。保健所の

指導を受けてやるとか、栃木HACCPをとるとか、

ISO22000をとるとか、やり方は幾つかあるよ

うです。同じく昨年、労働安全のISO45001が

新たに発行されました。建設関係の方、危険な

作業を行っている会社の方は怪我や死亡事故の

リスクに対応するために、ISO45001によって

会社の仕組みを整えられることをお勧めします。

次に私のロータリー歴についてお話します。

私は2005年にロータリークラブに入会しまし

た。入会当時はあまり熱心な会員ではありませ

んでしたが、何年かして会報委員になり、会報

を作ることになりました。会報を作る作業はと

ても楽しい仕事で、それから毎回、例会に出る

ようになりました。会報委員に選んでくれた人

にとても感謝しています。しばらくして、幹事

を受ける事になりました。幹事はクラブの要と

いうことで、幹事になる1年前、いろいろと勉

強をはじめました。現況報告書に記載されてい

る定款や細則を読み込みましたので、スムーズ

に仕事が出来ました。その他に参考にしたのが、

ロータリー情報マニュアルという3㎝位の本で、

とても役に立ちました。今はロータリー情報ハ

ンドブックという名前に変わって発行されてい

るようです。また、インターネットのサイトに、

ロータリー用語便覧というのがあり、それもす

ごく役に立ちました。その後、2014年に退会

したのですが、「陽南ＲＣに入らないか。」と声

をかけられまして、皆さんに受入れていただき、

現在に至っております。ここ３～４年前に知っ

たのですが、源流の会というサイトがあり、ど

ちらかというと斜めからロータリーを見る意見

などもあり、ロータリーをいろいろな角度から

見る事が出来て参考になります。

自分の経験から何か一つのことを一生懸命や

るとロータリーは楽しくなる、ということをお

話して、私の話を終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。

クラブ協議会（第1回）

ガバナー補佐訪問

� 進行　山中和弥幹事

� 議長　旭　英幸会長

ガバナー補佐挨拶

第 3グループ Bガバナー補佐　日下田真美様
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今日はクラブ協議会という事で、皆様の活動計

画をお聞きして、それを川嶋ガバナーに伝えると

いうのが私の役目であります。漏らさないように

しっかり聞いて帰りたいと思います。それからガ

バナーからご要望がありまして、ガバナーに質問

がある場合は、事前に私の方に言っていただいて、

私がガバナーにお伝えすれば、当日ガバナーから

適切な回答が出来るということです。もし、質問

がありましたら受け賜わりますのでよろしくお願

いいたします。

旭　議長

例会に引き続きクラブ協議会にご出席、誠にあ

りがとうございます。今年度の事業計画について

概要をお願いいたします。

＜各委員長から2019 ～ 20年度事業計画の発表＞

� ※2019 ～ 20年度�現況報告書に記載有り

クラブ奉仕委員会� 佐々木正�委員長

出席委員会� 飯泉修一委員長

スマイルボックス委員会� 上野初雄�委員長

� 　　　　　　（代理　山中幹事）

会報・雑誌委員会� 石田裕之�委員長

� 　　　　　　（代理　山中幹事）

ソーシャルメディア委員会��田崎信孝�委員長

会員選考委員会� 尾野﨑孝夫�委員長

プログラム委員会� 吉田恭平�委員長

会員増強委員会� 床井光雄�委員長

職業分類委員会� 櫻井基雄�委員長

親睦委員会� 鈴木　明�委員長

ロータリー情報委員会� 手塚正智�委員長

職業奉仕委員会� 吉高神渡�委員長

社会奉仕委員会� 山﨑盛美�委員長

国際奉仕委員会� 永井泰幸�委員長

姉妹クラブ委員会� 黒崎定美副委員長

青少年奉仕委員会� �轟　宗雄�委員長

ローターアクト委員会� 松山　栄�委員長

インターアクト委員会� 清水秀修�委員長

ロータリー財団委員会� 渡邉有規�委員長

Ｒ米山記念奨学会委員会� 戸﨑勝彦�委員長

Ｒ米山記念奨学会学友委員会�戸﨑勝彦�委員長

公共イメージ委員会� 五味渕秀幸委員長

� 　　　　　　（代理　山中幹事）

細則検討委員会� 小菅庸二�委員長

会場監督（ＳＡＡ）� 田原　聖�理　事

会計� 伴　　誠�理　事

「ガバナー補佐講評」　　日下田ガバナー補佐　

発表ありがとうございます。皆様の計画は方針

だけではなく、どのようにやるのか具体的なもの

も書かれておりまして、とてもやりやすい計画に

なっていると思います。また、ガバナーの地区目

標の子ども問題につきまして、社会奉仕委員会と

ロータリー財団委員会で取り上げてくださってい

るので、是非、遂行していただきたいと思います。

そして、子供達にどんな職業があるのかというこ

とを知らせたいという、職業奉仕委員会の活動に

も期待したいと思います。それから、細則検討委

員会が新しく出来たということで、決まりごとが

現実と合っているようにすることもとても大切な

ことだと思いますので、この活動にも期待したい

と思います。

ガバナーの地区目標の 4つ目にあります「ロー

タリー賞を獲得、受賞しましょう」ということな

のですが、この進捗管理はどこの委員会でやって

いるのでしょうか。

―　旭　議長　　検討中です。―

これは難しいことではないと思いますので、是

非、挑戦してください。私の方からは以上です。

皆さんの活動を楽しみにしております。

山中幹事

ガバナー公式訪問を迎えるにあたり、ガバ

ナーへの質問事項はありますか？

松山ローターアクト委員長

ガバナーへの質問ではないのですが、ガバ

ナー補佐へお願いがあります。前年度のA・B

のガバナー補佐にはローターアクトの会員増強

についてご協力いただきました。今年度もガバ

ナー補佐のご協力をお願いいたします。

日下田ガバナー補佐

力の限り、ご協力させていただきます。

山中幹事

以上をもちまして2019-20年度第1回クラブ

協議会を終了させていただきます。

��


