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2021-2022 年度 第 1205 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：田中豊治 幹事：杉本 勝 会報委員長：市川優子 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15 ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

 

  

 

§ 国歌斉唱「君が代」  § ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

§ 石田順一様（第 2550地区ガバナー・真岡 RC） 

§ 坂寄修一様（第 2550地区第 3グループ A・宇都宮西 RC） 

§ 久保賢司様・森田 淳様（随行者・真岡 RC） 

 

   皆様お久しぶりです。およそ 2か月ぶりの例会です。本日は、たまたまガバナー公式訪問と重

なり特別の例会となりました。ガバナーには後ほど卓話をお願いしておりますのでよろしくお願

い致します。 

   例会は休会しておりましたが、その間もささやかながらロータリー活動は継続して実施されて

おりました。 

  イ）熱海土石流災害への義援金拠出 

  ロ）九州豪雨災害及び佐賀・長崎への義援金拠出 

  ハ）キッズハウスいろどりへの支援物資お届け 

   これらの活動は、その都度杉本幹事により FAX・メールにて皆様に報告しておりましたので既

にご承知の事と思います。 

   また、明後日 10月 6日(水)に第 3グループ A・B会長幹事会が開催されます。この会議によ

り、宇都宮市内 10ロータリークラブの活動状況が把握できると思いますので、次回の例会で報

告する予定です。 

    

 

◇ 10月のロータリーレート 1ドル＝112円 

◇ 前回幹事報告にて報告済みですが 2021-2022年度国際ロータリー第 2550地区 地区大会開催に

あたり、出席は会長、幹事のみとなりました。当日は YouTubeにて生中継されます（ULR案内

別添） 

司 会                  山口 友邦 S.A.A 
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会長の時間              田中 豊治 会長 

 

 

 

 

幹事報告・理事会報告         杉本 勝 幹事 

 

 

 

 

10 月 第 1 例会          

2021 年 10 月 5 日(火)      会員数 46 名 出席数 31 名 

tel:028-
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◇ ロータリー財団地区懇談会が Zoomにて開催されております。 

  第 3グループ Aは 10月 3日（日）午後 7時～8時にて行われました。 

  綿引将士委員長が出席しました。 

◇ ロータリー国際大会 早期登録の割引案内がございました。 

  12月 15日まで早期割引の登録料が適用されます。  

◇ ロータリー100年史が届きました。申込みいただいた方に配布させていただきます。 

 

臨時理事会報告 

1）10月 5日(火)から例会を開催することの可否について 

  10月 1日から緊急事態宣言解除となる見通しとなったため、例会を再開することに決定 

2) 例会再開方法について 

  イ）全員マスク着用 

  ロ）密を避けるため、1 テーブル 4席とし、アクリル板パーテーションを使用 

  ハ）食事は今までと同様、弁当とする 

3) 10 月 11月のプログラムについて 

  プログラム委員会の原案が承認された 

4）ガバナー公式訪問について 

  イ）例年と異なり、密を避けるために記念集合写真撮影は見合わせることとする 

  ロ）例会終了後のオープンディスカッションは今年度限りこれを中止とする 

 

 

   §第 2550地区ガバナー石田順一様より、お心づけをいただきました。 

   §第 2550地区ガバナー補佐 坂寄修一様 

            本日、緊急事態宣言も終わり、公式訪問が開催することができました。10月

24日の地区大会では、オンライン参加をよろしくお願い致します。 

   §杉本 勝幹事  2021-2022年度国際ロータリー第 2550地区ガバナー石田順一様ようこそいら

っしゃいました。心待ちにしておりました。ガバナー補佐坂寄修一様ご来場

ありがとうございます。例会再開が間に合いました。ニコニコします。 

   §佐藤 節会員  石田順一ガバナー公式訪問お世話になります。 

   §高橋和夫会員  石田順一ガバナー本日は陽北クラブへお越しくださいましてありがとうござ

います。どうぞよろしくお願い致します。 

   §熊倉 学会員  本日の石田ガバナーのご来訪、このコロナ禍の中、ありがとうございます。

本日はためになる楽しい話を楽しみにしています。去る 10月 1日から 10夜

連続で、地区財団委員会は、地区内各 10 グループと「地区財団 Web懇談

会」を始めました。3日の第 3グループの時は、綿引会員に参加いただきあ

りがとうございました。以上、感謝を込めてニコニコ致します。 

   §長 正英会員  石田ガバナー、本日はよろしくお願い致します。 

   §岩﨑正日登会員 石田ガバナー訪問を心より歓迎致します。 

   §仲田真介会員  石田ガバナー、公式訪問ありがとうございます。本日は、よろしくお願い致

します。 

ニコニコボックス委員会報告     荻原 克則 会員 
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   §古矢幸伸会員  石田ガバナー、本日よろしくお願い致します。また、例会再開、久しぶりに

皆様の顔が見られてニコニコ致します。 

   §関 夫美会員  石田ガバナー訪問をとてもありがたく思います。心から感謝しております。 

   §山口友邦会員  石田ガバナー、公式訪問ありがとうございます。本日はよろしくお願い致し

ます。 

   §上杉哲也会員  石田ガバナー、ようこそ、皆様お久しぶりです。 

   §佐藤 節会員  誕生祝のワイン、ありがとうございます。 

   §八重樫孝子会員 久しぶりの例会で会員の皆様にお会いできて大変嬉しく思います。これから

もコロナに気を付けながら出席したいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

   §荻原克則会員  石田ガバナー、公式訪問ありがとうございます。誕生祝のワインありがとう

ございました。 

       

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。  今週の金額  38,000 円    

 

 

  

  第 2550地区石田順一ガバナーによるバナー交換が行われました。 

 

 

 

 

 

 

  

   

国際ロータリー第 2550 地区  

ガバナー石田順一様 

 

 

RI会長メッセージ（VTR 鑑賞） 

    シェカール・メータ RI 会長のメッセージビデオをご覧いただきました。 

力強いメッセージが伝わってきたのではないでしょうか。 

いくつかの、メッセージの中でも 会員増強をもっとも強く発信しておりました。奉仕を通じて

大きなインパクトをもたらすには、ロータリーの会員基盤を広げる必要があります。全世界の会員

数は、過去 20年間、約 120 万人のまま横ばいで来ておりました。このため、2022年 7月 1日まで

に 130万人に増やすことを目指して地区で率先して活動するよう呼びかけました。 

「Each One、Bring One」（みんなが一人を入会させよう）は、全会員がロータリーに一人を、入

会させることを求めるイニシアチブと話されました。会員基盤を広げながら、ポリオ根絶活動、

バナー交換 

 

 

 

 

ガバナーアドレス 
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Covid-19との闘い、地域社会への奉仕を続けていくのは野心的な目標であることを認めたうえで、

「だからこそ皆さんの意欲が駆り立てられるでしょう」「挑戦に立ち向かうのがロータリアンだか

らです」と強いメッセージが伝わってきました。 

会員を増やしてロータリーの参加者基盤を広げるという目標、そして、世界に奉仕してより大き

なインパクトをもたらすという目標です。「もっと行動し」とは、より大きくインパクトをもたら

す奉仕プロジェクトを意味します。「もっと成長する」とは、会員を増やし、参加者の基盤を広げ

ることを意味します。 

これを全てのロータリアンが実行すれば、それぞれの「変革者」となり、新たにロータリアンと

なる人の人生を遠に変えることになります。と述べております。 

「みんなが一人を入会させよう」を実行できれば、2550地区の会員数は、現在約 1700名としま

しても倍の 3400名になります。すごいことです。本来ならば私の立場では、この目標達成するた

め、みなさんに掛け声をかけるところですが、地区の目標では,純増 2名以上をお願い申し上げて

おります。これは、私の上司のメータ RI会長には、内緒ですのでくれぐれもよろしくお願いいた

します。ぜひとも、純増 2名以上の会員増強達成にご協力をお願いいたします。 

 

    今回は、ロータリーのビジョン声明に沿った、行動計画についてお話させていただきます。 

    ビジョン声明文は「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続

可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。」この声

明は、ロータリー会員、元会員、ローターアクター、学友、青少年交換学生、ロータリー職員、そ

の他の一般の人びとから得られた意見を基に作られました。アンケート調査やフォーカスグルー

プを通じて、世界全体で 100万人を超える人たちに意見を伺え、こうしてできたのが、意欲と積極

性を引き出し、ロータリーを未来へと導く一つのビジョンなのです。このビジョンは 2017年 6月

に、ロータリー理事会と財団管理委員会によって承認されました。 

    この行動計画は、意欲的でありながら達成可能なもの、また、5年の歳月を要するものの、私た

ちを疲労困憊させるものではありません。みなさんは、考えたことがあるでしょうか。5年後の自

クラブがどの様になっているだろう。会員数は増加しているだろうか、いや減少しているかもしれ

ない。奉仕プログラムは、実行できているだろうか、などなど、いろいろなことを考えてみてくだ

さい。ぜひ、クラブ内で話し合って頂きたいと思います。 

 

    国際ロータリーとロータリー財団のビジョンを達成するため、今後 5年間の活動を方向づける 4

つの優先事項が定められています。 優先事項は次の 4つです。 

・より大きなインパクトをもたらす  

・参加者の基盤を広げる  

・参加者の積極的なかかわりを促す 

・適応力を高める  

以上が、4つの優先事項でございます。 

 

「優先事項」から「行動」へ 

   では、一つひとつの優先事項について、行動するための方法を考えていきたいと思います。 

行動計画 優先事項 1 

一つ目の優先事項は「より大きなインパクトをもたらす」ことです。 
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奉仕プロジェクトのデータを定義し、測定し、確認し、記録することで、活動のインパクトを測

り、プロジェクトの質を高め持続可能な変化を生むことです。手を取り合って、これからも世界に

対するロータリーのインパクトを実証していきましょう。  

行動計画 優先事項 2 

   二つ目の優先事項は、インパクトをもたらす能力を向上させるために、「参加者の基盤を広げる」

ことです。行動人は、人びとが世界をより良くする活動の一端を担うことができよう、行動を促し、

インスピレーションと希望を与えます。多様な参加者を惹きつけ、これらの参加者がひとつになっ

て、行動するための新しい参加モデルを開発することです。手を取り合って、目標を共有する人た

ちが一緒に活動できるよう、つながりと機会をつくり出しましょう。 

行動計画 優先事項 3: 

三つ目の優先事項は、「参加者の積極的なかかわりを促す」ことです。参加者にインスピレーシ

ョンを与える新しい方法を創出し、参加 しつづけたいという気持ちを起こすような価値ある体験

を提供することです。手を取り合って、参加者のニーズ、期待、成長を活動の中心に据えることを、

再び誓いましょう。 

行動計画 優先事項 4 

四つ目の優先事項は、「適応力を高める」ことです。ロータリーの運営・ガバナンス構造を効率

化し、その柔軟性と効果を高め、より良くロータリーを、表すものとすることです。手を取り合っ

て、自己に忠実でありつつ、今後 115年間、変化の先を行きましょう。 

 

私たちは行動人として、ビジョンの実行には計画が必要であることを知っています。計画に基づ

いて行動するために人びとの力を結集しましょう。 

ポリオ根絶を間近に控えた今、私たちが力を合わせ、意欲を高め、ロータリーのインパクトを世

界に伝えていくために、どのようなストーリーが必要とされるのでしょうか。 私たちは「世界を

変える行動人」であり、この計画は、まさに行動が必要とされる計画となります。   

    また、クラブを通じて奉仕プロジェクトに参加し、自分の職業的スキルを活用する経験を通じ

て、絶えず学んでいきましょう。  

 

    クラブを活性化し、新たな人々とロータリーの価値観を共有するための別の方法があります。そ

れは、ほかの組織や団体とのパートナーシップを結ぶことです。クラブでは既に、学校や大学、青

年会議所、市役所、社会福祉機関、その他の奉仕団体と協力関係を築いていると思います。それは

素晴らしいことです。しかし、地域社会のより幅広い人たちに参加してもらい、また協力していく

ために、すべてのクラブでより積極的にパートナーシップを築いていけるよう奨励していく必要

があります。地域社会を もう一度見渡し、職業、文化、関心を土台とするつながりを築いていく

ための、あらゆる方法を見つけてみましょう。そして、ロータリーへの参加を呼びかけていきまし

ょう。従来の協力関係の枠組みを超えてパートナーシップを築いていくことで、開放的で積極的に

活動する団体、また、多彩な才能やアイデアを生かして変化をもたらしている団体として、ロータ

リーを認識してもらえるようになるでしょう。 

ポリオとの闘いを通じて私たちは、力を結集することでどれほど大きなことができるかを実証

してきました。常在国は、パキスタンとアフガニスタンの二か国だけになり、2021 年 1 月 1 日か

ら 7月 20日までの野生型ポリオウイルスによる症例数は 2名であります。もう一歩のところまで

きております。仕プロジェクトの恩恵を受ける人に合わせた解決策をもたらしてきました。結果を
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評価し、成果と課題の両方から学ぶことを続けてきました。世界的な保健機関とのパートナーシッ

プを築きました。インフラが整っていないと分かれば、それを解決してきたのです。  

今後 5 年間で私たちに必要とされる革新を達成するには、一人ひとり、全員が行動計画の支持

者として重要な役割を担わなければなりません。 

「世界を変える行動人」は、人びとのニーズを理解しようと努めます。 

この優先事項は、そのような進化と成長を促す機会を私たちが提供していけるようにすること

を目的としています。 リーダーシップとインスピレーションをもって、 

皆さまにはきっと行動計画を実行していただけると信じています。私たちは、行動計画の支持者

として模範を示し、変化に対応し、ロータリーの文化を形成し、「次なるロータリー奉仕の一世紀

を導きましょう。」 力を合わせてロータリーのビジョンを実行し、行動人としての私たちの姿を世

界に伝えていきましょう。 

私たちは「世界を変える行動人」であり、この計画は、まさに行動が必要とされる計画となりま

す。この行動計画は、ロータリーが直面している課題や困難な状況と純粋に向き合うもので、行動

の枠組みになると同時に、クラブ、地区、地域、のニーズをめざすべき目標と連結させる働きをし

ます。 

行動計画やその参加方法、また、計画の進捗についてご不明な点がある場合は、ウェブサイトを

ご覧ください。詳しくは、マイロータリーrotary.org/ja/actionplan からご覧いただけますので

お時間のある時に、みて頂きたいと思います。 

これが、私たちが残せる遺産であり、基本的教育の支援、安全な水と 

衛生の設置、持続可能な地域経済の支援といった目標を目指す過程で 

何度でも活用することができます。  

2021.7月 1日から 7番目の項目に「環境の保全と保護」が追加されて 

おります。これで、ロータリーの重点項目は、7つの項目になりました。    

  

今年度、地区のスローガンは、「未来のクラブを描きましょう」としました。会員増強、そして

会員基盤の育成はクラブ、地区の急務です。「将来、こうありたい」と思う５年後、10年後の望ま

しいクラブの姿のビジョンを描き、それに従った目標と行動計画を立て、クラブの活性化を図る

「未来ビジョン計画」が必要です。どのようなクラブになりたいかを自問して、クラブ会員により

多くの価値をもたらす方法を考えて頂き、クラブ戦略計画の策定をしていただきたいと思います。 

マイロータリーには、多くの情報が提供されております。会員の皆様には、ぜひ登録をしていた

だき、活用をお願いいたします。特に、クラブ会長・幹事さんには絶対必要なツールになります。

クラブセントラルは、クラブとして登録していただきます。RI 賞受賞に挑戦すには、登録をして

からの、申請になります。ロータリーも、すでにデジタル化が進んでおります。IT に詳しい方が

いらっしゃれば、そうゆう方を中心にぜひとも担当委員会など立ち上げるのも一つかと思います。

登録促進にご協力をお願いいたします。 

ロータリー国際大会が、2022年 6月 4日～8日まで開催されます。 

今回は、アメリカは テキサス州ヒューストンでの開催です。 

ヒューストンと言えば、アメリカの宇宙開発の拠点であります。 

皆様の、ご参加をお待ちしております。 

マイロータリーから、国際大会 PRビデオをご覧いただけます。 

シェカール・メータ RI会長のコメントもお聞き頂けますのでぜひとも、 
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ご覧ください。参加登録は、マイロータリーから手続き出来ますので奮ってご参加をお願いいたし

ます。 

 

ロータリーは、世界で、日本で、地域で良い活動をしております。今後とも、持続可能な良いこ

とをみなさんで考え行動していただきたいと思います。貴クラブの、ご発展を祈念いたしまして終

わります。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1207 回 

10 月 19 日(火) 

招待卓話 

一般社団法人栃木県若年者支援機構 

代表理事 中野謙作様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1208 回 

10 月 24 日(日) 

第 2550 地区 地区大会 

ZOOM 参加 
13：25～16：40 

真岡市 

市民いちごホール 

10 月 26 日(火) 振替休会（地区大会）   

 

プログラム 

 

 

 

 

出席報告    物井 慶太 会員 

 

会員数   46名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   31名   前々回訂正    0名 

欠席数    15名   前々回訂正率  

出席率   67.39％       休会 

％ 

例会予定 

 

第 1206 回  10 月 12 日(火) 

 

新入会員卓話 安野嘉政会員 


