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例   会   報   告      № 01  2021年 7月 1 日 第 2815号 

 
◆ 司  会 ＳＡＡ 宇賀神康明さん 

◆ 点  鐘 会 長 倉松 俊弘さん 

◆ 斉  唱(曲目)  君が代 

                  奉仕の理想 

 ソングリーダー 藤田 真澄さん 

◆ 開会の言葉 副会長 櫻井 武彦さん 

 

 

 

 

 

 

◆ 来賓及びお客様紹介 

 鹿沼市長   佐藤   信さん 

 鹿沼市都市建設部都市計画課  

 課長   郷  昭 裕 さ ん  

◆ 乾杯 直前会長  櫻井  武彦さん 

◆ いただきます当番 

 職業奉仕委員長   川 邉  清 さ ん 

 

 

◆ 新旧会長.幹事バッジ及び襷の引き継ぎ   

   新 旧 会 長 幹 事 

◆ 直前会長.直前幹事に記念品贈呈 

 会長 倉松 俊弘さん      

◇ 会長就任挨拶 会 長   倉松俊弘さん  
この度、伝統と輝かしい歴史を持つ鹿沼ロータリー

クラブ第 62 代会長に就任致しました。畏れ多くも身に

余る光栄と責任の重さを感じ身が引き締まる思いです。 

ここに会員の皆様に心より感謝申し上げ一言ご挨拶

を申し上げます。 

本日は、公務お忙しい中、鹿沼市長をはじめ都市計画

課課長、郷 昭裕様、日向野直前会長令夫人 日向野あ

おい様、大塚直前幹事令夫人 大塚ゆみこ様、米山奨学
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生フリンポン、アンドリューチャールズさんを迎え、

20021〜20022 年度第１例会を開会できますことを先ず

もって御礼申し上げます。 

さて、今年度の RI 会長、インド、カルカッタのクラ

ブ会員であるシャカール・メータ氏は『SAVE TO CHANGE 

LIVES 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 

というテーマを発表されました。奉仕とは自分より

ほかの人のことを先に考えることであり、奉仕により

誰かの人生だけでなく、自分の人生が豊かになること

だと述べています。 

この今年度のロータリーロゴバッジを皆様にプレゼ

ントさせて頂きます。レターボックスの中にお入れし

ました。今年一年お使い下さい。 

また、真岡ロータリークラブの石田順一地区ガバナ

ーは、「未来のクラブを描きましょう」との目標を立て

られ、現状把握から 5 年後、10 年後のクラブを思い描

き、その姿を実現させる努力が必要であると述べられ

ています。 

今年度私のクラブ目標は「ロータリーを楽しもう」と

させていただきました。 

会員皆様が自らロータリー活動を通じて、楽しみを

見つけ出し、自分の人生を豊かな物にしていただきた

いと思います。楽しみは人から与えられるものではな

く、自分で探すものです。そのお手伝いをさせていただ

くことができましたら幸いです。 

 本日は、プログラムが盛りたくさん有りますので、詳

しい方針・目標につきましては次回からの会長会務報

告などで発表させていただきます。 

 先ほどの点鐘は生涯忘れられない点鐘となるだろう

と、そして日向野脩弘直前会長のように最終例会の点

鐘を万感胸に迫る思いで、無事打てるようにこの一年、

加藤幹事とともに努めさせていただきます。どうかよ

ろしくご指導、ご鞭撻、さらにはご協力をお願い申し上

げます。 

 

◇ 幹事報告  幹 事    加藤昌彦さん  
1. ガバナー事務所について、宇都宮グランドホテル

が 7 月末で閉鎖予定です。移転先は後日連絡があ

る予定です。 

2. 米山記念奨学会委員会の案内が届いています。 

3. ロータリー日本 100 年史の案内が届いています。 

4. 国際ロータリー・ヒューストン国際大会の案内が

届いています。詳細はホームページでご確認くだ

さい。 

5. 地区ゴルフ選手権の案内が届いています。川邉さ

んにお渡ししました。 

6. 2021-22 年度 ロータリー 一年交換学生募集要

項が届いています。 

7. ロータリーの友 7 月号が届いています。 

8. ガバナー月信 7 月号が届いています。 

9. 委員会編成表をレーターボックスに入れました。 

10. 鹿沼消防署より、寄付財産の受領についての御礼

が届いています。 

 

 

◇ 米山記念奨学生 奨学金授与         

フリンポン・アンドリュー・チャールズさん 

 
 私は現在宇都宮大学にてガーナの技術教育を研究し

ています。将来は教育の研究者になりたいです。 

 空手を愛する素敵なフリンポンさんでした。１年間

頑張ってください！ 

◇ 卓話   鹿沼市長  佐藤 信さん  

 〜鹿沼市長・佐藤信様より卓話を頂きました〜 

皆さんこんにちは！先日新庁舎の一期工事が終了致

しました。内覧会も予定していますのでぜひ足をお運

び下さい。先日皆様より寄贈していただいた救命ボー

トは全ての消防署に設置することが出来ました。現在

鹿沼市では順調にワクチンの接種は進んでおります。

続けて多くの市民の皆様に接種できるよう努めてまい

ります。また南摩ダムの建設に合わせて、温泉掘削、施

設運営に伴う有名企業との連携などさまざまな事業を

進めております。さらに鹿沼市がもっと活性化できる

よう市政運営を行なって行きたいと思います。 

 

 

◆ スマイルＢＯＸ 

倉松俊弘さん：⑤西村交平さん、石川重明さん入会おめでとうご

ざいます。一緒にロータリーを楽しみましょう。 

       ⑤2021-2022 年度会長として精一杯務めさせて



頂きます。加藤幹事共々、宜しくお願いします。

⑤鹿沼市長、佐藤信様、公務お忙しい中第１例会

にご出席頂き、卓話も頂きありがとうございま

した。 

加藤昌彦さん：⑤本年度１年間宜しくお願いします。 

市田 登さん：⑤佐藤市長、佐藤秘書係長、そして宇都宮さつき

ロータリークラブ会員、郷都市計画課長、ようこ

そおいでくださいました。ありがとうございま

した。 

       ⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願い致し

ます。 

岩本泰史さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願い致しま

す。 

宇賀神貴洋さん：⑤今年度のスマイル委員は鹿沼のお祭り男で

すね。今年も全力でお願いします。⑤日向野前会

長、大塚全幹事１年間お疲れ様でした。慰労会と

ても楽しかったです。飲ませた犯人は高山英義

君です。⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願

いします。 

        ③ 

宇賀神康明さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願いしま

す。日向野直前会長、大塚直前幹事１年間大変お

疲れ様でした。⑤鹿沼市長、佐藤信様、本日は卓

話ありがとうございました。 

内野義忠さん：⑤佐藤市長、皆様、本日はお越しいただきまして

誠にありがとうございます。日向野直前会長、大

塚直前幹事１年間お疲れ様でした。倉松会長、加

藤幹事１年間頑張ってください。 

大塚政人さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間頑張って下さい。日

向野副幹事、そちらからの眺めはどうですか？ 

       ⑤鹿沼市長、本日はお忙しい中卓話を頂きあり

がとうございました。 

大貫定之さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願い致しま

す。 

金子昭彦さん：⑤佐藤市長、本日は卓話をありがとうございまし

た。また過日は寄稿頂きありがとうございまし

た。おかげさまで冊子にハクがつきました。 

       ⑤倉松会長、加藤幹事いよいよ楽しい１年の始

まりですね。頑張ってください。 

吉高神一之さん：⑤ちなみに市長！僕はスノーピーカーです。倉

松会長、加藤幹事楽しくやっていきましよう。こ

んな僕ですが宜しくお願いします。あおい夫人

裕三子夫人よく支えてくれました。みんなを代

表して心から感謝いたします。サンキュー！！ 

黒田雄一さん：⑤⑤倉松会長、加藤幹事大変な中での出航ですが、

１年間宜しくお願いします。 

狐塚泰久さん：⑤日向野直前幹事、大塚直前幹事お疲れ様でした。

私は今年も本会計です。池田さん！宜しくお願

いします。 

       ⑤倉松会長、加藤幹事！今年度頑張ってくださ

い「ロータリーを楽しもう。エンジョイロータリ

ー」は石原 P. Gのガバナー時の R.Iテーマでも

ありましたね。楽しませて頂きます。宜しくお願

い致します。 

五月女豊さん：⑤倉松会長、加藤幹事の門出を祝して。 

佐川徹三さん：⑤倉松丸の無事出航を祈念して！ 

櫻井武彦さん：⑤倉松会長、加藤幹事、１年間宜しくお願い致し

ます。佐藤市長、卓話ありがとうございました。

郷さん、佐藤さんお疲れ様です。 

早乙女和弘さん：⑤吉高神くんのこれからの１年間のスマイル

報告にいろんな期待を込めて！⑤倉松会長、加

藤幹事１年間宜しくお願い致します。 

高山英義さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願い致しま

す！日向野前会長、大塚前幹事慰労会の犯人は

宇賀神貴洋さんです！ 

奈良部幸子さん：⑤倉松会長、加藤幹事おめでとうございます。

私と一緒に入会したのに立派ですね。応援して

おります。 

日向野脩弘さん：⑤倉松会長、加藤幹事の無事帰港を記念して。

１年間あっという間です。楽しんでください。⑤

昨年度は会員の皆様に１年間支えて頂き、無事

倉松会長に引き継ぐことが出来ました。本当に

ありがとうございました。⑤佐藤鹿沼市長様、先

週の鹿沼消防署での寄贈式の際、大変お世話に

なりました。本日も第１例会に出席して頂きあ

りがとうございました。 

日向野博史さん：⑤倉松俊弘会長、加藤昌彦幹事１年間宜しくお

願い致します。 

福田英昭さん：⑤⑤倉松会長、加藤幹事ご就任おめでとうござい

ます。頑張ってください。宜しくお願いします。 

藤田真澄さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願い致しま

す。それにしても吉高神さん、、、ネクタイだよ！

しょっぱなだよ！スマイル委員長は手抜きなし

だよ！ 

星野詠一さん：⑤倉松会長、加藤幹事１年間宜しくお願いします。 

       ⑤日向野直前会長、大塚直前幹事１年間お疲れ

様でした！あおいちゃん、裕三子さんもお疲れ

様でした。 

 

※①結婚記念・②本人誕生・③夫人誕生・④出席記念・⑤其の他 

 

◆ 出席率報告 

会員数 出席数 前日ﾒｲｸ 免除 欠席 出席率 

64 0 0 0 0 100％ 

ガバナーより連絡があり今年度も、期日は未定ですが

当分の間は例会の出席義務は免除となります。 

◆ 点  鐘   会 長  倉松 俊弘さん 

● 次回 ７月第 2例会 7 月 8日（木）         

            

場  所：福田屋百貨店鹿沼店 ３階 

時  間：１２時３０分～ 

（発行責任者      会報委員長：篠原真人） 



〜新旧会長・幹事バッジ及び襷の引き継ぎ〜 

 

 

 
 

 

日向野会長・大塚幹事１年間大変お疲れ様でした! 

 

倉松会長・加藤幹事これから１年間どうぞ宜しくお願い致します!! 

〜ロータリーを楽しもう〜 

 
 
 
 
 



 

 

2021～22年度 ロータリー 一年交換学生募集要項 

２０２１ 年 ６ 月 ２９ 日  

2020-2１年度 第 2550地区ガバナー 森 本 敬 三 

青少年交換委員長 岩﨑  正日登 

 

国際理解と親善を推進するロータリー青少年交換プログラムは、親善使節として、最長一年間にわたり海外で生活、

通学し、ホストロータリークラブの指導の下、様々な活動に参加できる、大変意義のある学生のための派遣プログラムで

す。交換学生はホストファミリーと一緒に生活し、他国の生活、文化、教育などを体験します。そのプログラムに参加する

一年交換学生を、下記要項の通り募集致します。 

 

派 遣 国  アジア、アメリカ、欧州等 （派遣先は委員会により決定します。 ） 

派遣期間  ２０２２年８月頃 〜 ２０２３年７月頃の約１年間 

募集人数  若干名 

応募資格  1. 栃木県内に居住または県内の高校に在学している高校１年生及び２年生 

（現在中学３年生で、来年８月には１５歳に達する生徒も含まれます。） 

2. 保護者の承諾、学校長とロータリークラブの推薦を得られる者。 

費用負担  個人負担：往復航空運賃、渡航手続き費用、保険料、研修費２５万円 (この金額には、 

地区所定のブレザー、名刺、ネームプレート等が含まれます。）等  

派遣先国での生活費、学費は全て受入ロータリークラブが負担します。 

滞在中、受入ロータリークラブから毎月１万円程度の小遣いの支給があります。 

応募方法  クラブ宛配信済みの応募書類にて申請してください。 

地区ホームページ http://www.rid2550.com/からもダウンロードできます。 

        お申し込みは、下記あて郵送もしくは持参。 

〒320-0075 宇都宮市宝木本町 1768   

社会福祉法人 正恵会 宝寿苑   岩﨑正日登宛 TEL: ０２８－６６５－０５２０ 

E-mail: m2550@agate.plala.or.jp 

応募締切  ２０２１年７月２0 日(火) 必着 

選考試験  ２０２１年８月 1 日（日） 場所：ホテルイタヤ の予定 

合否発表  ２週間以内に本人、推薦クラブに文書で通知されます。 

研修会   合格者は数回の研修会（オリエンテーション）の義務出席があります。その間、交換学生として 

不適当とみなされた場合、合格を取り消す場合もありますので、予めご了承下さい。 

（宿泊研修 ８月２８日(土)、８月２９日（日）、保護者同伴の研修等もあります。） 

派遣国決定 数回のオリエンテーションを経た後、最終的に地区青少年交換委員会が決定します。 

交換とは地区（District）と地区の交換ですから、推薦クラブが来日学生の受入クラブとなる訳ではありま 

せん。又交換プログラムは、単に語学修得を目的にした制度ではなく、日本と相手国の相互理解を通し、 

世界平和を推進するロータリーの「青少年のためのプログラム」です。 

また、派遣学生のご家庭には、当プログラムへの積極的なご協力が望まれます。 



 


