RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2013-2014 年度 第 1589 回例会
宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報
会長：小塚照夫

幹事：中野智之

会報委員長：佐々木隆

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ

≪水曜 12：30≫

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内
TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ）

7 月 第 2 例会
2014 年 7 月 9 日(水)

司

会

会員数 48 名

出席 34 名

坂井俊司 S.A.A

● ロータリーソング「我らの生業」

会長挨拶

小塚照夫 会長

皆さんこんにちは。
先週より、あっという間に一週間が過ぎてしまいました。
まず、野球部の皆様ご苦労様でございました。「勝負は時の運」と言いますが、勝も負けるも
その時の運次第です。これからもチャレンジして戴きたいと思っております。
今週 7 日(月)に夏期交換留学生が来日致しました。我がクラブではアメリカから来ました女性
を、嶋田会員と磯貝会員がホストファミリーとしてお世話戴く事になり、厚く御礼申し上げます。
本日の卓話では、仲田前会長と田口前幹事のお話をお聞きし、それを糧にこれからのクラブの
活動の中で、生かして行ければ幸いと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告

中野智之 幹事

§夏期交換留学生をお預かりしていますが、明日 10 日(木)は宇都宮南高等学校の体験学習に、小
塚会長、ホストファミリーの嶋田会員、磯貝会員と幹事中野で引率して参ります。

親睦・家族委員会報告

山本幹夫 委員長

§9 月 19 日(金)地区大会記念ゴルフ大会が開催されます。参加ご希望の方は 7 月 30 日(水)までに
お申し出下さい。
§7 月 30 日(水)の例会は、小塚年度スタートを祝っての夜間例会です。多くの会員の皆様のご参
加をよろしくお願い致します。詳細をＦＡＸ致しましたのでご確認ください。
(参加料 3,000 円)
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ロータリー基金委員会報告

中野智之 幹事(田村一夫委員長代理)

§7 月 16 日(水)ＰＭ6:30 より板屋飯店に於いて、ロータリー基金委員会 会合を開催致します。
関係委員の方はご参加下さい。

野球部報告
§塩田 潔監督と村上芳弘総監督より、試合の様子の報告がありました。

スマイル BOX 委員会報告

青木克浩 委員長

§中野智之幹事 先日の甲子園での野球大会、大変楽しく参加させて戴きました。皆さんお世話
になりました。特に青木マネージャーありがとうございました。
§菊池 功会員・若林博純会員・藤井康夫会員・坂本昭一会員
甲子園での野球大会、お疲れ様でした。
§笠原正人会員 ロータリーの仲間と夢のような 3 日間を過ごすことが出来ました。来年もまた
甲子園に連れていって下さい。実力で行けることを期待します。
§村上芳弘会員

甲子園全国野球大会では、皆様会員のご協力で素晴らしい試合が出来ました。
ありがとうございました。

§塩田 潔会員 7 月 4 日の甲子園大会で、京都南ＲＣ1 対 3 で惜敗致しました。全て私の責任で
す。申し訳ありませんでした。2 回以降は磯田さんが見事なピッチングで、とて
もロータリークラブとは思えない素晴らしい展開でした。仲田前会長をはじめ、
坂本さん若月さん菅野さの田中さんの奥様方、応援ありがとうございました。
§若月章男会員 甲子園に応援に行って来ました。新しいメンバーと練習の成果により、素晴ら
しいチームとなりました。秋の地区大会では、是非優勝をして再び甲子園へ行
きましょう。
§仲田俊夫会員 「一年を振り返って」一年間大変良い経験をさせて戴きました。
§田中正夫会員 甲子園の後、妻を引き連れ日曜までの 3 日間で、乗り物を 30 回以上乗り換える
大旅行をして来ました。
§平澤照隆会員 仲田前会長、田口前幹事、一年間ご苦労様でした。本年度 小塚会長、中野幹事
も頑張って下さい。
§菅野孝祠会員 野球部員として、甲子園に行かせて戴き、ありがとうございました。
§小林 裕会員 仲田前会長 14 カ月の総括を田口前幹事 1 年の総括を楽しみにしています。
甲子園「バンザイ」
§田口久雄会員 野球部の皆さん甲子園大会、大変お疲れ様でした。勝利こそできなかったもの
の次の大会には、大いに希望が持てる上々の内容だったようですね。是非次を
期待しています！
§藤島

拓会員 野球部及び応援の皆様、甲子園大会お疲れ様でした。参加できなくてすみませ
んでした！！
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§嶋田辰男会員 7 月 4 日(金)甲子園で、試合をして来ました。残念ながら 3 対 1 で京都南クラブ
に負けてしまいました。大先輩の活躍には、脱帽しました。皆様の応援ありが
とうございました。
§山本敬三会員 甲子園球場の姿、一生忘れません。ありがとうございました。
§磯田

賢会員 甲子園に行って来ました。小学生の頃から野球をやっていましたが、全く縁が
なく、ず～っと憧れていた場所に皆様とご一緒できた事、皆様のバックアップ
に感謝申し上げます。自分にとっての夢のような時間で、毎日ニヤニヤしなが
ら過ごしています。

§磯貝

太会員 初めての甲子園、グランドの土がフワフワで最高でした。塁に出たら必ずやろ
うと思っていたヘッドスライディング 2 回出来ました。笠原さんのヒットには
感動しました。次は実力で甲子園に出場します。応援、寄付ありがとうござい
ました。

§青木克浩委員長

聖地、甲子園で試合をして参りました。天候にも恵まれ良い思い出が出来ま

した。また、全員同志、心よりクラブへ感謝しています。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。
直前会長卓話

今週の金額

30,000 円

仲田俊夫 直前会長

「一年を振り返って」
昨年、塩田会員より荒井会員のご推薦により、
2013-2014 年度会長の重職をお受けする事になりました。
最初の試練として、急遽、夏期交換留学生の受け入れを
しなければならなくなりましたが、皆様のご協力により乗
り越える事が出来ました。
次に、喜内会員からのインターアクト提唱案でした。これも関会員がリーダーシップを発揮
し、多くの会員の皆さんとこまめに動いたからこそ実現できた事だと思っています。
新クラブとして宇都宮さつきロータリークラブ設立総会の時、宇都宮さつきロータリークラ
ブの渡辺会長が「村上ガバナー補佐には本当にお世話になりました。これも南クラブの皆様の
支援活動のお蔭です。
」と言われ、大変嬉しく思いました。それは、我々南クラブ会員が選んで
我々が地区に送り出した村上ガバナー補佐が尽力したお蔭で、感謝の言葉が受け取れたからで
す。この言葉は、南クラブ全員に感謝の言葉が贈られたものだと信じております。
この一年の中で、様々な活動がありましたが、各委員会や同好会のリーダーシップにより、
活発な活動が達成できたものだと思いました。野球部では、念願の甲子園出場を達成しました。
村上総監督をはじめ、塩田監督や笠原名誉監督の素晴らしいリーダーシップのお蔭で叶ったも
のです。
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会員増強では、第 3 グループの中で当クラブは 2 位でした。第 1 位の宇都宮東ＲＣでは約 100
名の会員で 9 名の増強でした。当クラブは 43 名で 7 名の会員増強が出来ました事は、若月会員
増

強委員長の指導力によって皆様方 全会員が会員増強委員として活動して下さったお蔭で

す。
自分の思ったことを貫く事。私の父の教えは、自分の思ったことはやれ、反対する者が半数
いる中でも、賛成する者も半数いる。ですから私も含め各委員長やリーダーの熱い思いがあっ
て成し得たことであると思います。自分の思いをそれにぶつけて行ければ成功に繋がると思い
ました。
毎週の例会を支えて下さった笠原プログラム委員長のお蔭で、例会が滞りなく行われました。
強いリーダーシップのなせる業です。
何よりも、田口幹事には細部にわたり私の希望に采配を奮い、スムーズな運営に尽力して戴
きました。クラブ全体の運営と各委員長への流れを速やかに遂行し、無事年度を終了すること
が出来感謝しております。
この一年間、皆様の大きな力と団結力、そしてご協力に心より感謝申し上げます。

直前幹事卓話

田口久雄 直前幹事

2013-2014 年度 幹事 田口久雄 会員
「一年を振り返って」
幹事の職責を全うしている最中は「１年とは何と長いもの
なのだろう！」と思い続けて来たのですが、こうして幹事の
仕事を終えてみた今の気持ちは「あっという間の１年間だっ
た」という思いですから 何とも現金なものです。
改めまして この場をお借りして会員の皆様に仲田年度を支えていただきましたこと 感謝御
礼申し上げます。本当に有難うございました。
今日は「１年を振り返って」ということだそうですが 前年度を振り返って見るに 実に中身
の濃い１年間であったという思いを強く持っています。
年度開始時 突如としての台湾からの留学生受け入れに始まり わずか半年間という脅威的な
スピードでのインターアクトクラブ「南風倶楽部」創設を提唱 亘理支援活動 ベトナム支援活
動 屋形船クルーズ・国会見学 南風倶楽部との植樹活動・清掃活動 野球部の活躍等々 本当
に盛りだくさんだったと思います。
そして忘れてはならないのが 各委員長さんはじめ 役を担った方たちが精一杯積極的に動い
てくれたことです。
クラブから村上ガバナー補佐を輩出出来たことも大きな喜びであり誇りでした。
さて この１年間で印象に残ることとして

仲田会長のことが挙げられます。

私が何とか曲がりなりにも 形だけでも幹事の職務をやりこなせたのは 仲田会長の年度を通し
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てに常に根底に「クラブをより良くしていく」という熱く明確なポリシーがあったからこそでし
た。このように会長判断が何事はっきりとしていたので理解しやすく 行動しやすかったといえ
ます。
また会員一人ひとりへの細やかな配慮気遣いなどは 個人的にも学ぶべき点が数多くありまし
た。全員参加の委員会活動推進や 新入会員７名達成の快挙も 会長の大号令無くしてば実現は
なかったことでしょう。 ということで年度内の活動全般に会長の意志が色濃く反映されていた
と思えるのです。
会長の立場というのは いわば舞台でスポットライトを浴びる花形役者のような面が多分にあ
ります。 一方幹事はというと舞台裏を一手に引き受ける立場です。一手に引き受けるからには
全てのことを分かっていなくてはならないわけですが 今回は肝心のその幹事がロータリーをよ
く理解していないままでの年度スタートでしたので

当初はずいぶん会長を悩ませたことと思い

ます。もしかすると極度の不安に陥らせてしまっていたのではなかったろうかと 今日でもまだ
口には出来ていないのですが心配です。
年度が始まって間もないころは そんな会長からキメ細かな依頼が次々と発せられ 対応に苦
慮し手配に忙殺されることもたびたびありました。でもそれも今となっては良き思い出です。
ただ私なりのやり方に対し

寛容の精神をもって目を瞑って任せていただけたことは本当に有り

難く 感謝をしています。たぶん言いたいことは山ほどあったかとは思うのですが。
この１年はクラブ内外の多くの人たちと親しく接する機会を得ることが出来ました。また さ
まざまな場面に遭遇することともなり 普段では得がたい体験をさせていただくことが出来まし
た。そして今更ながらではありますが 改めて「奉仕」ということを学ばせてもらう貴重なきっ
かけとなったのも幹事の仕事を通してでした。
他人（ひと）のために知恵を絞り 汗をかく。 そんな行動を結束して大きな力とするロータ
リーの活動は素晴らしいものです。今後もこの輪をさらに広げる原動力の一人として自覚ある行
動を心がけて行きたいと思います。
１年間演壇の側からこの宇都宮南クラブを見させていただき つくづくこのクラブは市内９ク
ラブはもちろん県内５０クラブの中でも最も友愛に富んだ誇りうるクラブであることを再認識さ
せてももらうことが出来ました。
縁あって集った５０人がひとつの輪となり お互いに手を携えながら目標に向かい進んで行く
姿は「たのもしい」の一言です。ぜひ今年度も 次年度もそして５年後も１０年後も 発展し続
ける魅力に満ちた宇都宮南クラブであり続けたいものです。
最後となりましたが 会長 理事の皆さん 各委員長の皆さん 委員の皆さん そして事務局
のお二人 ホテルニューイタヤ スタッフの皆さん 行き届かぬことばかりではありましたが
皆様のご協力の下何とか無事1年間幹事の職務を全うすることが出来ました。本当に有難うござい
ました。 これからはこのご恩をお返しできるよう努力してまいりますので何卒宜しくお願い致
します。
そして最後の最後に・・・小塚年度に栄光あれ！ 謹んでエールを送らせていただきます。
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出席報告
会員数
出席数
欠席数
出席率

嶋田辰雄 委員長
48 名
31 名
17 名
82.00％

次回例会

前々回 6 月 25 日
訂正率 100％
最終例会

7 月 16 日(水)

クラブアッセンブリー
各委員会 活動計画発表

プログラム
月

日

時

間

内

容

7 月 16 日(水)

12：30～13：30

クラブアセンブリー
各委員会活動計画

7 月 23 日(水)

12：30～13：30

クラブアセンブリー
各委員会活動計画

7 月 30 日(水)

18：30～19：30

夜間例会：小塚年度スタートを祝って

