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例   会   報   告      № 05  2021年 8月 5日 第 2819号 

 
◆ 司  会 ＳＡＡ 高山 英義さん 

◆ 点  鐘 会 長 倉松 俊弘さん 

◆ 斉  唱(曲目)  四つのテスト 

◆ お客様紹介    

         ・ホリプロフリーアナウンサー 

                須賀 由美子さん 

         ・米山記念奨学生 

            フリンポンアドリュー チ

ャールズさん 

◆乾杯  市田  登さん 

 

◆いただきます当番 若松 伴睦さん 

 

◆米山記念奨学金授与 

◆諸慶事祝い 親睦活動委員長 藤田 真澄さん 
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大塚 裕三子さん、齋藤 京子さん、黒田 まりこさん 

入会記念 

宇賀神 貴洋さん、金子 昭彦さん、川邉 清さん 

橋本 勝浩さん、若林 実さん 

 

◇ 会長会務報告 会 長   倉松俊弘さん  

皆様こんにちは！ 

１ オリンピック東京大会もあと４日となりまし

た。これまでたくさんの感動をいただきました。

色々な難題・難問を克服して開かれた大会です。折

角開かれた大会ですので、多くの人が明日への勇気

をもらい、コロナ過、猛暑に打ち勝つ知恵を身に着

けて欲しいと思います。 

２ 先日８月３日に鹿沼ロータリークラブのゴル

フ大会が、宍戸ヒルズカントリークラブにて 19 名の

参加の下開かれました。大塚政人さんが２連覇達

成！石川重明さんが準優勝でした。 

３ コロナウイルス感染拡大防止について、７月

29 日に 2550 地区石田ガバナーから密を避け手指消

毒、マスク着用、飲食を伴う会合について十分に注

意するようにとの通達がありました。鹿沼ロータリ

ーは今のところ通常通りに行いますが、会員の皆様

の十分な理解と管理が必要になります。どうか宜し

くお願いいたします。 

４ 2022 年度規定審議会への立法案件の件。クラ

ブ例会で理事会からの立法案が提出され、採択し、

それを地区協議会にて審議、地区の承認を経て規定

審議会に提出されます。９月５日までとなっていま

すので、８月 25 日までに理事会に提出してくださ

い。 

５ 本日は、ホリプロフリーアナウンサーの須賀

由美子さんの卓話です。須賀さんは過日鹿沼商工で

行われた面接講座にて講師をお勤め頂き、また色々

なところでご活躍をされておられます。とても楽し

みです。宜しくお願い致します。 

◇ 幹事報告  幹 事    加藤昌彦さん  

１ 7 月のロータリーレートは＄＝110.00 円です。 

２ 石田ガバナーより「コロナウイルス感染拡大に

ついて」が届いています。掲示板に掲載してあ

ります。 

３ 2022 年度規定審議会へ立法案提出の依頼が届い

ています。掲示板に掲載してあります。 

４ 2021‐2022 年度ロータリー財団の目標が届いて

います。浅野ロータリー財団委員長にお渡しし

ます。 

５ 会員増強・新クラブ結成推進月間の案内が届い

ています。市田会員増強委員長にお渡ししまし

た。 

６ ８月７日鹿沼市民プールにて、「水泳交流大会」

が開催されます。倉松会長と加藤幹事で開会式

に出席します。 

７ 鹿沼市新庁舎完成記念の演台贈呈式が８月 27 日

16 時より行われます。 



 

 

◇ 委員会報告 ゴルフ同好会川邉 清さん  

先日のゴルフコンペで大塚政人さんが２年連続で優

勝しました。カップの贈呈をしました。 

次回は 10 月を予定しています。皆様のご参加宜しく

お願い致します。 

 
◇ 卓話       須賀 由美子さん      

「好感度アップを目指そう♡」 

声の印象を上げるポイント  

①相手に不快感を与えない 

②質問力（仲良くなりたいというメッセージ） 

「聞く力がある人は好感度アップ♡」 

 コミュニケーションをとって距離を縮めるという

ことが大切など、とても有意義な卓話をいただきま

した。 

 

 

 

 

 

＜告知＞ 

11 月 27 日（土）鹿沼市文化センタープラネタリウム

にて「ほしぞらと音楽のゆうべ 須賀由美子の星空☆

おはなし☆コンサート VOL.3」を開催します。 

◆ スマイルＢＯＸ 

倉松俊弘さん：⑤フリンポンさん。毎日暑い日が続きますがお

体ご自愛ください。 

⑤須賀由美子様、本日はお忙しい中卓話をいただき有難うござ

いました。 

加藤昌彦さん：⑤須賀さん、有難うございます。今度、会長と

私でレディオベリー呼んでください！ 

石川重明さん：②５２才、今年度目標は、早くロータリークラ

ブの皆様と打ち解けられることと、もう一つは、

ホールインワンを出すことです。宜しくお願い

します。 



市田 登さん：⑤フリーアナウンサー須賀由美子さんようこそ

鹿沼 RC にお越しくださいました。また、すば

らしい卓話ありがとうございました。 

大塚政人さん：③ワイフの誕生日の日に RC コンペで優勝をさ

せていただきました。神様仏様有難うございま

した。⑤倉松年度、第１回ゴルフコンペで２連

続優勝をさせていただきました。 

金子昭彦さん：④入会 20年です。スケボーのメダリストが生ま

れる前からロータリアンやってます。須賀さん

ようこそ鹿沼 RCへ。 

川邉 清さん：④大塚さん連続優勝おめでとうございます。ス

マイル 10,000 円入れましたか？藤田さん、吉

高神さん次回出席決定してます。 

黒田雄一さん：③⑤ 先日は急にゴルフに参加出来なくなりす

みませんでした。肩の痛みも良くなりました。

次回は参加させていただきたいと思います。 

佐川徹三さん：②⑤須賀さんには何度もお世話になっておりま

す。感謝！ 

篠原真人さん：①先日はゴルフコンペお世話になりました。 

柴田好雄さん：⑤ 

鈴木良男さん：⑤ フリーアナウンサー須賀由美子さんと、フ

リンポンさんを歓迎して。また、須賀由美子さ

んご講話有難うございます。 

橋本勝浩さん：④ とても有意義な８年でした^^ 

早山喜章さん：⑤ 

日向野脩弘さん：⑤ 先日の親睦ゴルフコンペにて B.B賞で高

価なサングラスをいただきました。ゴルフはじ

めて（B.B 賞）初かもしれません？次回は優勝

します！ 

藤田真澄さん：⑤ 大塚さん、２連覇おめでとうございます。

ドライバーもらうと優勝するんですね！…川

邉さん待ってます。 

若林 実さん：④ ３年後のパリオリンピックには入会 12 年

になります。日本のメダル（金）は 20個かな？ 

 

※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 

62 0 0 0 0 100％ 

 

◆ 点  鐘   会 長  倉松 俊弘さん 
● 次回 8月第 2例会 8 月 12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 ：瀬谷一世・篠原真人） 

 

次回 若松 伴睦会員による卓話です 
 

 


