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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

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） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      青木 克浩 副 S.A.A 

   ● ロータリーソング「我らの生業」 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ 眞田 規行 様(福島県 滝根 RC) 

§ 県立宇都宮南高等学校  校長 上野修一様 ・ 教諭 石川努様(南風 IAC顧問) 

  南風インターアクトクラブ 会長 和氣明那さん ・ 副会長 大越司君 

  1年交換留学生(イタリア派遣) 東島那歩さん ・ 東島昌子様(母) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 福島県よりお越しの、眞田規行様ようこそおいで下さいました。 

どうぞごゆっくりご歓談下さい。（バナーの交換がございました） 

そして宇都宮南高校の皆様、1年交換留学生の東島さんとお母様、 

ようこそおいで下さいました。南風インターアクトの皆さんには、 

各奉仕活動に積極的に参加して戴いております。今後も益々活躍し 

て下さいます様、よろしくお願い致します。イタリアに 1 年交換で派遣される事になりました東

島さん、頑張って下さい。 本日の例会が有意義であります様、ご祈念致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§第 13回高校生ライラセミナー報告が届いております。（回覧） 

§ロータリアンの社是・社訓・経営理念・座右の銘の地区職業奉仕委員会がまとめたものが届い

ております。 (回覧) 

§地区 友地区代表委員の真尾和夫委員長より、投稿依頼の文書が届きました。 (回覧) 

§地区大会記念ゴルフ大会のご案内が届いております。（回覧） 

§第 14回ロータリー全国囲碁大会のご案内が届いております。（回覧） 
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    南風インターアクトクラブ報告 

    

   和氣明那 会長 

  南風倶楽部 26年度会長の和氣明那です。 

26年度の活動発表にきました。 

8月  年次大会 20名 参加 

10月  愛パーク栃木 地域清掃活動 総合グランド 

2月  本校で来日留学生を招き恵方巻パーティー 

3月  海外研修 台湾 6名参加 

5月  ネパールに支援物資支給 

       RYLAセミナー 模擬国連 7名参加 

などといった活動をしてきました。２６年度は国際交流を主にして活動してきました。 

国際交流をして、英語や、他国の文化にさらに興味がわきました。ほかのメンバーにもいい経験

になったと思います。この一年間たくさんの経験をできたのは南ロータリーさんたちの協力があ

ったからです。本当にありがとうございました。これからもこのような機会があればもっと参加

したいと思います。南風倶楽部は設立したばかりなので、まだまだ不安な部分もありますが、こ

れかもたくさん活動をしていき、活発なクラブにしたいとおもっています。これかもご支援の方

よろしくお願いします。 

 

    1 年交換留学生報告 

    

    東島 那歩 さん（イタリア派遣） 

     

    こんにちは。イタリアに派遣していただく東島那歩です。いつもお世話になっております。 

出発日の予定が９月１日に決まりました。いよいよ２か月をきり、楽しみな気持ちが日に日に増

しています。早く行きたくて仕方がないです。少しでも早く馴染み、たくさんコミュニケーショ

ンがとれるように今、必死にイタリア語を勉強しています。不安な面もありますが、このチャン

スを生かせるように努力したいです。 

また、このようなチャンスを与えてくださり、応援してくださるロータリー皆様に感謝してい

ます。皆様のご期待に応えられるよう、がんばってきたいです！今後もよろしくお願いします。 

  

    スマイル BOX 委員会報告   田口 久雄 委員 

    

   §藤井康夫会長 本日を含め、後 47 回の例会となりました。南高校の上の校長先生、石川先生、

南風クラブのメンバーの方、それに滝根ロータリークラブの眞田様、本日は楽

しんでいって下さい。 

   §小塚照夫会員 つまらない話にご静聴下さい。 

   §菊池 功会員 小塚さん中野さんご苦労様でした。卓話を楽しみにしています。 

   §仲田俊夫会員 中々「風邪」が抜け切れないです。健康に気を付けて藤井年度も休まず出席す

るつもりです。 

   §田中正夫会員 先週末は房総半島のローカル線に乗ってきました。 
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   §若林博純会員 南風クラブの皆様、ようこそ越し下さいました。 

   §小林 裕会員 先週、グアムで休みだったので、新年度スタートにスマイルします。 

   §中野智之会員 今日も元気にスマイルします。 

   §枝野修一会員 山の会で白根山に行って来ました。大変でしたが頂上は素晴らしい風景でした。 

   §田口久雄会員 今年度 2回目の例会、何はともあれスマイルします。 

    

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  12,000 円 

   

    直前会長卓話    小塚 照夫 直前会長 

    

    1年間皆様のご支援ご協力を得て、つつがなく会長を辞する事ができました。心より感謝申し上

げます。 

    RI 会長ゲイリー・K・ホワン氏は「Light Up Rotary」長嶋地区ガバナー「明るく楽しいロータ

リーを創りましょう」をテーマにしておりました。私は我がクラブにおいて「元気なクラブ作り」

を掲げて来ました。 

    「元気なクラブ」にする事が、会員一人一人が持つ役割だと思います。ロータリーブランド、

つまり奉仕とは、社会や他人の為に力を尽くす事を言います。他人の為に力を尽くすには、自分

自身の廻りが健全でなくてはできません。 

   ・身体が健全である事 ・心が清らかである事 ・家庭が平和である事 ・仕事が順調である事 

   この要素が整って力を尽くす事ができるのです。ロータリアンとしての自己管理の重要性という

事を通感して参りました。クラブの会長として、自分の立つ位置と言うものを常に念頭に置いて

行動する事を心がけて来ました。 

    ロータリークラブは営利目的ではない。利益は関係なく皆平等であると言う事(重要な事)ロー

タリーの鉄則と言われる事には管理上の役職や、社会的地位、学歴職歴には上下の関係は存在し

ない。 

① 役職の人気が 1年で交代する。 

② 役員や理事 委員長はクラブの管理上の役割に過ぎず、他の会員と対等関係にある。 

    会長とは、私は会長と言う名の札を持たされているという思いで会長を務めて来ました。会員

の為に汗をかく世話役の代表であり、ピラミッドの頂点ではないという事を肝に銘じて行動して

来ました。選択社会ではないので常に強い者が上になるという事はなく、常に皆さんのお世話を

すると言う事。私は在籍 27年を迎えました。過去に於いて亡き先輩、辞めた先輩より 2回程肩を

押されてきましたが、引き受けられない事情がありました。それは歯科医師会の理事や同窓会の

副会長として 30年間、月 1回盛岡へ出向き、週 1回全国歯科喉組合常務理事として携わって来ま

した。とても会長と言う役を引き受ける事は出来ないと固辞してきました。「いずれは順番でやら

なくてはならない」と言われたことを心苦しく思っていました。65 歳を迎えて役を降りる事がで

き、会長を引き受ける事となり恩返しをする事ができました。 

    前年の、特記すべき事として 

① 菊池功会員・小保方信聴会員・村上芳弘会員の 3人同時の叙勲 

② 米光啓彌特別会長の死去 

③ 角田充由会員の市議当選 

④ 小保方会員・喜内会員・田村会員・関会員の病気療養の長期欠席 
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長くて短い 1 年間でしたが、皆様のご協力により終える事ができました。皆様ありがとうござい

ました。 

 

 

    直前幹事卓話     中野 智之 直前幹事 

    

     初めに、皆様のご支援で、1年間幹事を務めることが出来ました。ありがとうございます。 

    幹事を引き受けるにあたって、戸惑いが多く、何をすべきか皆目見当がつきませんでした。し

かし、近年の幹事経験者に相談したところ、「僕が出来るんだから、中野君も出来るよ。」と言

って頂き、少し気が楽になりました。 

     また、当時は、なんでも自分がやらなければならないと思いこみ、空回りしていた自分がい

ました。しかしある日、ある会員から「中野君は全部自分でやろうと思っているでしょう。そ

して自分で出来ると思っているのではないですか？」。その言葉を聞いて、目からうろこが落ち

ました。自分ひとりで出来ることには限りがあります。多くの会員の方の協力があってこそ、

クラブの運営は成り立つのだと気がつきました。そこから肩の力が抜けて、少しずつ幹事らし

い働きが出来るようになりました。 

     そうはいっても幹事の行う役割についての知識は乏しく、多くの先輩会員の方々に、親身に

なって指導していただきました。わからない事を先輩に聞き、自分のものにして、また後輩に

伝えていく。このことは、ロータリーの目的の一つである、親睦を深めることになるのだと幹

事の役割を全うする上で感じました。 

     理事の方々にも、未熟な私を支えていただきました。多くの会員の方にも「頑張れよ！」と

温かい言葉をかけていただきました。事務局の谷中さん、村上さんにもいろいろ教えていただ

き、大変助かりました。 

小塚前会長には「中野君のやりたいようにやってくれ。責任は私が持つ。」と言って頂き、大

変やりがいを感じて、幹事の役割を果たすことが出来ました。 

     最後に、もう一度、本当にありがとうございました。皆様のおかげで 1 年間幹事を務めるこ

とが出来ました。 

 

 

    職業奉仕委員会報告     藤島 拓 委員長 

    

       このたび、職業奉仕を勉強し理解深めることを目的としてクラブ会員の皆様が実際の 

事業経営の中でどの様な「企業理念（社是、社訓など）」をもって経営をしているか、どの 

様な「座右の銘」等をもって生活なさっているのかのアンケート結果をまとめたので御知ら 

せ致します、御協力ありがとうございました。 

 

（別紙添付） 
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    プログラム 

    

 

月  日 時  間 内  容 

7 月 15 日(水) 18：30～20：30 本年度委員会事業計画発表 

7 月 22 日(水) 12：30～13：30 本年度委員会事業計画発表 

7 月 29 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：藤井年度スタートにあたって 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  46 名  前々回 6 月 30 日 

出席数  24 名  訂正率 100％ 

欠席数  22 名     

出席率   70.59％  

次回例会 

 2015 年 

 7 月 15 日(水) 本年度委員会 

事業計画発表 

         


