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会長：小塚照夫  幹事：中野智之  会報委員長：佐々木隆 
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    司 会      坂井 俊司 S.A.A 

    

● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   山本 幹夫 親睦・家族委員長 

 

   §第 2550地区ガバナー 長嶋一郎 様 (大田原 RC) 

   §第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐 佐貫直通 様（宇都宮陽東 RC） 

   §小西久美子 様（大田原 RC） 

   

    会長挨拶     小塚 照夫 会長 

 

皆さんこんにちは。 

    澄み渡る秋の青空、肌を刺す風の心地よさ、周りの空気までもが秋日和でございます。 

     長嶋ガバナー公式訪問に合わせて歓迎のお手伝いをしております。 

     本日は、長嶋ガバナー、我がクラブにお出かけ下さいましてありがとうございます。会員一

同、歓迎申し上げます。また、ビジターの皆様、ようこそお出で下さいました。時間の許す限

りご歓談下さい。 

     ガバナー公式訪問は、我がクラブの年間行事の 

中で最も大切な行事であります。短い一日であり 

ますが、どうぞよろしくご指導ご教示下さいます 

様、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

10 月 第 5 例会 

2014年 10月 29日(水)    会員数 47名 出席 32名 

TEL:028-635-5511
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    幹事報告      中野 智之 幹事 

 

   §1年交換留学生選考試験結果として、当クラブより 1名が内定致しました。 

   §11月のロータリーレート 1ドル＝106円 

   §次週 11月 5日(水)の例会は、夜間例会となります。 

   §11月 12日(水)例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    スマイル BOX 委員会報告  青木 克浩 委員長 

 

   §長嶋一郎 様(第 2550地区ガバナー・大田原 RC)寸志として戴きました。 

   §佐貫直通 様(第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐・宇都宮陽東 RC)  

           本日、よろしくお願い致します。 

   §小塚照夫会長 長嶋ガバナー公式訪問の日がやって来ました。素晴らしい 1 日となります様、

心から念じております。 

   §藤井康夫副会長 本日はガバナー公式訪問です。長嶋ガバナー、佐貫ガバナー補佐、米山奨学

お願い致します。先週の日曜日は、南風クラブとの合同奉仕作業、お疲れ様で

した。関さん、磯貝さん、いろいろご苦労様でした。 

   §中野智之幹事 長嶋一郎ガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

   §村上芳弘会員(直前ガバナー補佐) 

           長嶋ガバナー、心から歓迎申し上げます。今日はよろしくお願い致します。先

日の日曜日は、総合グランドでの宇都宮南高校との楽しいひと時を過ごしまし

た。関さんはじめ、ご苦労様でした。 

   §仲田俊夫会員 長嶋ガバナー、今日はご指導よろしくお願い致します。 

   §若月章男会員 長嶋ガバナー、ようこそいらっしゃいました。今日はよろしくお願い致します。 

   §菊池 功会員 長嶋ガバナー、ようこそ南クラブへ、卓話よろしくお願い致します。 

   §鈴木秀明会員 ガバナー、お体に気を付けて頑張って下さい。 

   §荒井健次会員 長嶋ガバナー、ようこそいらっしゃいました。 

   §田口久雄会員 長嶋ガバナー、ようこそいらっしゃいました。本日はよろしくお願い致します。 

   §菅野孝祠会員 宇都宮南ロータリークラブへようこそ。長嶋ガバナー、本日はよろしくお願い

致します。 

   §関 亨一会員 長嶋ガバナー、公式訪問有難うございます。26 日開催のインターアクト委員会

主管の第 2 回社会奉仕事業「愛パークとちぎ」にご協力を賜り有難うございま

した。参加総数 61名(宇都宮南高南風倶楽部インターアクター・教職員 31名と

スペシャルオリンピックス栃木より 11名、当クラブよりご家族共 19名)の協力

を得まして、素晴らしい輝きの汗をかき、皆様に感謝を申し上げます。また、

その内容が 10月 27日のとちぎテレビ「NEWS とちぎの朝」で、AM7:08 に放映さ

れました。第 3回の開催は来年 2月頃予定しますのでご参加をお願い致します。 

   §塩田 潔会員 今日は、長嶋ガバナーよろしくお願い致します。日曜日の清掃活動は参加でき

ずにすみませんでした。 

   §藤島 拓会員 長嶋ガバナー公式訪問ありがとうございます。10月 26日日曜日南高校の「南風
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倶楽部インターアクトクラブ」との地域清掃奉仕に参加した皆様、お疲れ様で

した。翌日のとちぎ TVのニュースに出る事が出来ました。ありがとうございま

す!! 

   §笠原正人会員 先日の清掃奉仕活動、欠席しました。何か村上さんが私の分も汗をかいたとか？

ご苦労様でした。大いに感謝します。次は欠席しません。 

   §小林 裕会員 南風倶楽部との合同清掃活動、お疲れ様でした。 

   §酒澤伸二会員 日曜日に南風倶楽部のメンバーと総合グランドの清掃活動を行いました。あま

りの落ち葉の多さにビックリしましたが、力を合わせてきれいになりました。

参加戴いた皆様、ありがとうございます。 

   §田中正夫会員 先週土曜日の山口での会合の後、福岡→唐津→伊万里→有田と回って、佐賀空

港から日曜日の夜に戻りました。 

   §岩本一男会員 先週、東大の名誉教授の渥美先生の講演会に行って来ました。人工心臓を作っ

た人でした。手塚治虫の中学時代の同級生で「鉄腕アトム」のお茶の水博士の

モデルとなった方です。非常に人間的に素晴らしい人でした。死について色々

勉強になりました。同じ意見の持ち主でした。 

   §青木克浩委員長 先日の日曜日に清掃活動参加できず、申し訳ありませんでした。明保小で、

子供達 38名に勾む作りの体験学習をして参りました。 

                   

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 36,000 円 

  亘理ロータリークラブワンコイン支援           今週の金額  1,700 円 

甲子園支援金                      今週の金額  1,950 円 

 

    東日本大震災復興委員会報告  関口 隆 委員 

 

   §11月 23日(日)AM10:00 より宮城県亘理郡山元町に於いて、「山元ふれあい産業祭」が開催され 

ます。当委員会より、宇都宮の餃子の PRを兼ね、亘理の皆様に宇都宮の餃子を食べて戴く 1ブ 

ースを設け参加することになりました。収益は全て亘理ロータリークラブに寄付致します。皆 

様奮ってのご参加をお願い致します。 

 

    ガバナーアドレス 

 

  第 2550 地区 ガバナー 

 

長嶋 一郎 ガバナー 

 

 

宇都宮南ロータリークラブの皆様、こんにちは。 

大田原 RC の長嶋一郎です。7 月 1 日からガバナーとなりまして、公式訪問を続けております。

公式訪問をしていまして感じる事は、第 2550地区のロータリークラブは全て素晴らしい。本日も

会長幹事と話し合い、教えていただく事もたくさんありましたが、大変元気なクラブであり、野
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球での活躍、そしてインターアクトを立ち上げ、一緒に奉仕活動をされる宇都宮南クラブが益々

元気なクラブになって行く事をとても嬉しく思います。 

 先日の 9 月の地区大会では、多くの皆様に出席戴きましてありがとうございました。明るく楽

しいロータリーをつくりましょうというメッセージのように、明るく楽しい地区大会をしようと、

精一杯努力いたしました。今回の RI会長代理の方は、台湾の第 3480地区台北西門 RCの郭 肇盈(カ

ク チョウエイ）氏でした。晩餐会も皆様に楽しんで戴けたと思っております。（中略） 

 私は群馬大学にいた時は胸部外科医で、心臓と肺の手術をしていました。４５歳をすぎてから、

外科医としてピークを過ぎた事がわかり、大田原に行って義父のクリニックを継ぎました。心臓

の患者さんは生まれたばかりの新生児からお年寄りまで診ていましたので、当時の大田原市で一

番必要とされていた循環器内科を中心にしました。狭心症、心筋梗塞などの危険な病気を診察で

きる医師は、今でも多くありません。それらの方をすぐ見つけて治療し病院に送るのが私の仕事

です。幸い心臓の患者さんは早くからしっかり治療していれば危険な心筋梗塞を起こす事は少な

くなります。最近は心筋梗塞で病院に紹介する方はずっと少なくなりました。心筋梗塞は大変な

病気で診ている私の心臓にも良くないですね。何とかカテーテル治療をしてくれる病院まで心臓

が動いていてくれればその方は助かります。夜は一緒に救急車に乗って、大田原から独協医大病

院まで行った事も何度もありました。病院の先生に無事渡して帰りは乗り心地のよいタクシーで

帰って来ました。（救急車はすごく揺れて意識がある方は乗り物酔いになりますね。）心筋梗塞を

起こしてから慌てて治療するより、普段からしっかり診察して心筋梗塞を起こさないようにする

方がはるかに楽です。心臓の患者さんは時間をかけてゆっくり見なければいけないので、５年前

から予約診療に切り替えました。最近予約診療がやっと軌道に乗り、完全予約に近い診療体制な

ので、ロータリーのガバナーもできるようになったという事です。それだけに循環器内科医とし

て常に研修を重ね、最善を尽くせるようにしていなければなりません。学会総会にもできる限り

顔を出して進歩に遅れないようにしているつもりです。 

 大学にいた時は朝から夜まで手術、手術でロータリーとは全く縁がなく、大田原で開業した翌

年の２００１年に大田原ロータリークラブに入会しました。ロータリークラブの会長が終わって

すぐにガバナーノミニーとなりました。地区委員もガバナー補佐も経験していませんが、ガバナ

ーの資格には問題なくクラブの先輩方に「長嶋、お前がガバナーをやれ」と言われてロータリア

ンですから断るわけにもゆかず、今ここにガバナーとしているわけです。ガバナーノミニーにな

り、「まず地区について、委員会についてしっかり勉強しなさい。」と研修リーダーの近藤さんと、

その時のガバナーの鈴木先生から指導をうけました。これがとても良かったと思います。地区委

員会の方々と次々に知り合い、新しい事をたくさん教わりました。 

(中略) 

 ガバナーエレクトになって９月の最初の研修セミナーで「まずＲＩの方針、ＲＩ会長エレクト

の方針を理解して、地区に伝えて下さい。」と強く指導されました。ガバナーはＲＩの役員ですか

ら当然ですね。５００人を超えるガバナーがそれぞれ勝手な事をいっては困るのです。１２月の

国際協議会へ行く前のセミナーでは少し変わって「ＲＩ会長エレクトの方針を自分の地区、それ

ぞれのクラブに良く合ったやり方で進めてください。」と言われました。これも当然ですね。ＲＩ

の方針をそのまま伝えたのではうまく行かない地区もたくさんあります。これは少し大変だ、Ｒ

Ｉ会長エレクトのゲイリーさんが何を発表するのかなと少し心配しました。幸いゲイリーさんの

テーマは「Light up Rotary」というとても分かりやすいものでした。暗い世の中を明るくするた
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めにロータリアン一人一人が、ローソクに灯を灯していく、素敵な考え方ですね。これは私たち

が続けてきた事です。ロータリアンは良い仕事をして、みんなで集まって地域のため、世界のた

めに良い奉仕活動をしています。それを続けていけばまさに「Right up Rotary」になると思いま

す。 

 国際協議会で私が尊敬している元ＲＩ会長のカルヤン・バネルジーさんの講演がありました。

ＲＩ会長の方は欧米人の場合、自分の業績を残そうと必死になります。バネルジーさんは「ガバ

ナーの任期は通常１年間です。１年で業績を残そうとすれば、おそらく失敗するでしょう。今ま

での流れを大切にして、始まった時より、終わった時が少しでもよくなるようにすれば良いので

す。」と教えてくれました。バネルジーさんはＲＩ会長の時に「良いことは続けていってください。

私たちが一番得意とする事を続けていけばよいのです。しかし続けていけば変えなければならな

い事があるのもわかってきます。変える必要がある時は勇気を持って変えていって下さい。」と「継

続と変化」を強調されていました。元外科医の私にはこれがとても良く分かりました。同じ事を

同じように続けて行くだけでは良くないと思う事がたくさんあります。先輩方が築いてきた伝統

を大切にしながら、それをもっと発展させていかなければなりません。私にどこまでできるか分

かりませんが、２５５０地区が来年もっと良くなるように頑張りたいと思います。皆様も皆様の

クラブが来年はもっと良くなるように頑張って下さい。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

  【 炉辺会議 】 
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    プログラム 

 

 

 

月  日 時  間 内  容 

11 月 5 日(水) 18：30～20：30 夜間例会 

11 月 12 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話 

栃木県警本部 刑事部長 阿部 暢夫 様 

「地方をめぐる問題と現状」 

11 月 19 日(水) 12：30～13：30 

外部卓話 

那須山岳救助隊 隊長 大高 登 様 

「皇太子様を那須のお山にご案内して」 

11 月 26 日(水) 12：30～13：30 

クラブフォーラム 

会員増強について  

委員会ミーティング 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員長 

 

会員数  47 名  前々回 10 月 15 日 

出席数  32 名  訂正率 75.00％ 

欠席数  15 名     

出席率  78.05％  

次回例会 

   

 11 月 5 日(水) 夜間例会 

 


