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LIGHT UP ROTARY 
ロータリーに輝きを 

宇都宮さつきロータリークラブ  会報 
第 １０ 回 例 会 

日 時：2014 年 9 月 8 日（月） 

18：30～19：30 

会 場：コンセーレ 

 

・開会                             池田 光一 SAA 

 

・点鐘                             和知 孝道 会長 

 

・ロータリーソング斉唱（奉仕の理想）                       

 

・ビジター紹介                         和知 孝道 会長 

メイク 飯村愼一パストガバナー、佐藤節特別代表、森田佳延（宇都宮西 RC会長） 

    恩田光憲（宇都宮西 RC） 

・会長挨拶                           和知 孝道 会長 

本日は、なかなかお礼に伺えなかった宇都宮９０ＲＣに三森富雄幹事、渡邉正芳会員と

ともに、メイクをさせていただきました。チャーターナイトの件で、しっかりとご案内を

させていただきましたし、現在で１１名ほどの参加を頂けるとのことで大変ありがたく思

っております。明日は、宇都宮陽北ＲＣ、明後日は宇都宮南ＲＣとメイクを予定しており

ます。皆様方も自分たちの勉強のためにも、先輩ロータリアンのクラブ活動状況を見に行

かれることも必要でありますので、積極的にメイクされますようお願いいたします。本日

は各委員会の活動方針発表ですので、しっかりと拝聴させていただきます。それでは進行

のほどよろしくお願いいたします。 

・幹事報告                           三森 富雄 幹事 

・8 月の出席率について 皆さん、積極的にメイクして頂きました結果、90.48％となりま

した。是非、今後も出席率の向上を宜しくお願いします。  

・地区大会について 9 月 21 日（日）会場は、那須野が原ハーモニーホール 8:30 登録、9:00

点鐘、16:30 閉会。当クラブは 17 名の参加となります。参加者各人の名札については、

私が全員分の名札を持参いたします  

・ガバナー月信 9 月号をレーターケースの中に入れておきました。当クラブの記事も掲載

されていますので、ご覧になってください。  

・例会終了後、チャーターナイトの打合せをしますので、理事の方は残って頂きたい。 

・9 月 15 日（月）祝日休会、9 月 22 日（月）地区大会の振替休会 になります。 

・委員会報告                       各委員会活動方針・計画  

【クラブ奉仕委員会】 

委員長 石川 均 

１．活動方針 

①出席、親睦活動、会員増強、広報、ロータリー情報の各委員会との連携により、クラブ

活動の活性化を図る。 

②会長方針に基づき、５大奉仕委員会との連携により、意義ある奉仕プロジェクトの企画・
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実践を行う 

２．活動計画 

①各委員会および会員相互のコミュニケーションの充実を図り、クラブ活動の基礎の確立

と発展に寄与する。 

②例会の充実、内容の工夫、親睦活動の充実等により、全員参加のクラブ運営を目指す。 

③積極的に各地元クラブとのコミュニケーションを図り、有効な情報交換と本クラブの認

知度向上を図る。 

＜出席委員会＞ 

委員長 三森 富雄、副委員長 滝川 悦子 

１．活動方針 

①手続き要覧に、「例会への出席はクラブとロータリーに対する会員の献身を示すものであ

る」という記述がある通り、ロータリー活動において例会出席は大切なことである。 

②「明るく楽しいロータリー創り」を目指して、会員にとって魅力ある例会づくりを目指

していく。 

③出席率の目標を８０％以上とする。 

２．活動計画 

①プログラム委員会等と連携した魅力ある例会づくり。 

②出席率 100%会員の年間皆勤表彰を行う。 

③メークアップを活用し出席率の向上をはかる。 

④無断欠席の排除を徹底する。 

＜親睦委員会＞ 

委員長 小堀 彰久、副委員長 郷 昭裕、副委員長 滝川 悦子（ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ担当） 

委員 大庭 千鶴（家族専門担当）、葆東 雅仁、永井 紀好、渡邉 正芳 

１．活動方針 

①親睦活動委員会 

親睦活動委員会では、会員相互の理解と友情を深め、連帯感を深めるための活動を進め

ていきます。さつきロータリークラブ発展のため、情熱を持って委員会活動に全力を注ぎ、

また、会員の皆様からのアイデア、提案等を参考に活動していきますので、ご協力をお願

いいたします。 

②家族専門担当 

 家族専門担当は、会員の「ご家族」が楽しく参加できる交流会を企画し、家族ぐるみの

親睦を広めていきます。 

③スマイルボックス担当 

 スマイルボックス担当は、会員の皆様からのスマイルに対し、感謝の気持ちを持って活

動していきます。 

２．活動計画 

①親睦活動委員会 

ア．主要行事予定 

・8 月 25 日（月） 納涼会 

・12 月 15 日（月） クリスマス会（別の曜日も検討） 

・1 月 19 日（月） 新年会（別の曜日も検討） 

・4 月 13 日（月） 観桜会（別の曜日も検討，日中検討中） 

・6 月 29 日（月） 創立記念祝賀会および納会 

イ．慶事祝賀 

・慶事報告は、月初めの第一例会に行います。 

・会員には、誕生月に記念品を贈呈いたします。 
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・配偶者誕生日、結婚記念日には、お花のプレゼントをお贈りいたします。（検討中） 

ウ．例会等の来訪者受付ご案内 

・親睦活動委員会委員は、例会等に来訪されたお客様を歓迎、おもてなしを行います。 

②家族専門担当 

ロータリー家族とは「ご家族、米山記念奨学生、インターアクト、ＧＳＥ、交換留学生、

その他ロータリーに係わる人々など」の事を意味します。専門担当は、特に親睦活動の中

でロータリー家族の集まるイベントの企画、現場でのおもてなしに努めます。 

③スマイルボックス担当 

・慶事スマイルとして、本人誕生月、結婚記念月では、会員全員からスマイルを頂くよう

努めます。 

・例会では、その日のスマイル報告を行います。 

・年間ベストスマイル賞を発表して、年度末に表彰します。 

・定期的にスマイル実績を理事会で発表します。 

３．予算額（予定） 

主要行事予算 105,000 円（1,000 円×会員 21 名×主要行事 5 回）検討中 

家族会での奥様参加は別途 3,000 円（検討中） 

＜会員増強委員会＞ 

委員長 石川 均、副委員長 石田 朋靖 

１．活動方針 

①新会員の入会を促進し、クラブの会員基盤の確保と活性化を図る。 

②クラブの魅力と特徴を整理し、幅広く告知し多様な会員基盤を築く。 

③各委員会と協力し、魅力的なクラブ活動つくりに努める。 

２．活動計画 

①クラブ運営を軌道に乗せ、クラブの魅力と特徴を共通の表現にまとめる。 

②定期的に会員増強のアイデアを募集する。 

③会員各自からの入会候補者の推薦を積極的に促す。 

④当面の目標会員数を３０名とする。 

＜広報委員会＞ 

委員長 齊藤 昇吾、副委員長 郷 昭裕、委員 武田 文夫、笠井 隆行、葆東 雅仁 

１．活動方針  

・国際ロータリー、地区ロータリー、そしてクラブ内の各情報を正確かつ迅速に伝達する

とともに、ソーシャルメデイアを活用することで、ロータリーの活動を広くタイムリーに

発信していくことを目標に掲げ活動します。 

・「ロータリーの友」の通読を勧奨し、全国のロータリアン活動を共有できる環境づくりに

取り組みます。 

２．活動計画 

①会報 

・会報は、会員の皆様にわかりやすく愛読していただけるように作成します。 

・ペーパーレスの方針で、全会員にメールにて送付いたします。 

・会長挨拶、幹事報告、卓話は、データで広報委員に送付願います。 

・原則として、原稿のない場合は会報に載せませんのでご了承願います。 

②ソーシャルメディア 

・ホームページやｆａｃｅｂｏｏｋ等を活用いたします。 

③雑誌 

・「ロータリーの友」に対する関心を高めるようにします。 

＜ロータリー情報委員会＞ 
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委員長 夏目 公彦、副委員長 湯澤 敦史 

１．活動方針 

①会員に対し、ロータリアンとして必要な知識をよりいっそう深めていただくために、ロ

ータリーに関する情報を積極的に提供することを行います。 

②クラブ史料の整理、保存に努めます。 

２．活動計画 

①定款細則等の変更を含むロータリー情報の提供をします。 

②クラブフォーラムの実施(テーブルミーティング･年 4 回)をします。 

③外部のロータリー卓話者をお招きし、話を聞くことによりロータリー活動の理解を深め

実際の活動に結びつくようにします。 

④未だお互いによく知らないので、定例会の食事の時間にでも 2~3 分の自己紹介の時間を

設定検討 

⑤今年度中ぐらいは月に 1 度くらい定例会を週末に行い、その後懇親会の設営を検討 

 

【職業奉仕委員会】 

委員長 笠井 隆行、副委員長 葆東 雅仁 

１．活動方針 

会員の職業を通し積極的に奉仕活動を推進しよう。 

２．活動計画 

①職業と奉仕活動について会員卓話 

②会員企業の職場見学実施 

③優良従業員とのコミュニケーション 

④例会プログラムを利用し随時 

⑤今年度中に最低１回開催 

 

【社会奉仕委員会】 

委員長 武田 文夫、副委員長 内仲 祐介 

１．活動方針 

本格的な活動が初めスタートする今年度は、全員がロータリーの奉仕活動を経験するとい

うことに主眼をおいた活動を提供していきます。全員が参加しやすい活動を計画し、会員

の交流も含めた楽しい活動を目指します。 

２．活動計画 

①地域の清掃活動を実施いたします。 

②活動実施後、今後の社会奉仕活動についてディスカッションを行います。 

 

【国際奉仕委員会】 

 委員長 内仲 祐介、副委員長 武田 文夫 

１．活動方針 

クラブ創設初期の段階であるため、国際的な奉仕を行っていくための準備をこの一年で行

います。まずは、諸外国の状況を知る事が大切と考え、対話を通した交流を図り、その中

でさつき RC として何ができるかを模索し、今後のグローバル補助金活用に向けた計画を

作成いたします。 

２．活動計画 

①米山留学生を例会へ招き、諸外国の現状と問題点についてディスカッションします。 

②次年度より具体的に計画するアイデアを絞り、プロジェクト構想を練ります。 

③会員のご理解とご協力を得られるよう、クラブ内でのディスカッションを行います。 
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【青少年奉仕委員会】 

委員長 大庭 千鶴、副委員長 小堀 彰久 

１．活動方針 

 会長方針にもありますように、『若者を育てましょう！』ということで、若者たちの夢と

希望の実現のために、我々ロータリアンに何ができるか、また何をなすべきか、一緒に奉

仕活動をしながら探してまいります。みなさまのご協力、よろしくお願いいたします。 

２．活動計画 

①青少年交換の充実によるグローバル人材の育成 

②インターアクト、ローターアクト、RYLA の青少年への奉仕 

③米山奨学支援による国際理解と世界平和 

 

【ロータリー財団、ロータリー米山記念奨学会】 

委員長 児玉 博利、副委員長 齊藤 昇吾、委員 郷 昭裕 

＜ロータリー財団＞ 

１．活動方針 

①ロータリー財団の今年度の５つの目標を、会員各位に理解してもらう。 

・ポリオを撲滅する。今こそ目標を達成しよう。 

・継続的な寄付を通じて、ロータリー独自かつ唯一の慈善事業を支援する。 

・持続可能な教育的・人道的プロジェクトに参加することで、新しい補助金プログラムの

発展を確かなものとする。 

・ロータリー平和センター・プログラムの推進と広報を通じて、世界理解、親善、平和を

育む。 

・ロータリー財団の未来の健全性は自分たちにかかっていることを強調する。 

２．活動計画 

①ロータリー財団月間に、ロータリー財団学友会に卓話をお願いする。 

②日本の一人あたりの年次基金目標 ： $150。 

＜ロータリー米山記念奨学会＞ 

１．活動方針 

ロータリー財団米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付金を財源として、

日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業ということを会員に理

解してもらう。 

２．活動計画 

①今年度の地区目標は、1 人当たり 18,000 円。 

②宇都宮さつきロータリークラブは、378,000 円。 

 

【ＳＡＡ】 

委 員 長 池田 光一、副委員長 渡邉 正芳、委員 藤井 大介、亀井 光一郎 

１．活動方針 

 例会がスムーズに進行し、規律正しく、メリハリのある例会を運営し、 

和やかで活気ある例会を目指します。 

２．活動計画 

① 会場の準備 

会場担当者および関連委員会との連絡、打ち合わせを密にし、トラブルのないよう例会

準備に努めます。 

② 例会の進行 

 定刻開始、終了に努めます。 



LIGHT UP ROTARY 
ロータリーに輝きを 

 

6 

③ テーブルの親睦 

 テーブルの親睦ができるよう努めます。 

④ 会員規律 

 例会には、バッチ、名札の着用を励行します。 

⑤ 移動例会 

 移動例会には、必要な備品を準備します。 

・出席報告                         滝川 悦子 副委員長 

会員 21 名 出席 20 名 欠席 1 名 出席率 95.24% 

・スマイル報告                       滝川 悦子 副委員長 

・飯村愼一パストガバナー（宇都宮９０ＲＣ）チャーターナイトが近くなりました。みん

なで万全な準備をしていきましょう。宇都宮西 RCの森田会長、恩田委員長、ようこそいら

っしゃいました。 

・佐藤節特別代表（宇都宮陽北 RC） だいぶ涼しくなりました。今日は十五夜だそうです。

月見一杯やります。 

・池田光一 今日は十五夜○錦織・頑張れ 

・小堀彰久 いつも準備の手伝いが出来ずすみません今後頑張ります。 

・卓話                                           

・なし 

・点鐘                             和知 孝道 会長 

 

・閉会                             池田 光一 SAA 

 


