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2019-2020 年度 第 1822 月回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会長：藤島 拓 幹事：酒澤伸二 広報委員会リーダー：坂本昭一 

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              菅野 孝祠  会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング「それでこそロータリー」   

 

ビジター紹介          川又 俊治 親睦・家族委員長 

 

§ 第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐 日下田真美 様（宇都宮陽南 RC） 

§ 横田康行 様（オブザーバー） 

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  皆様、こんにちは。 

7 月 6日（土）にスペシャルオリンピックス日本・栃木の設立 15 周年記念式典(講演会、祝賀会)が、

宇都宮共和大学、宇都宮シティキャンパスで開催されました。 

SO 栃木・日本と宇都宮南 RC との関係は 2003 年の設立準備段階での寄付から始まっております。ま

た、初代会長は喜内会員、現在の 2代目会長が高久会員と言う事で、クラブとの「つながり」が非常に

強く、設立準備段階の寄付以降、支援活動を十数年継続して行っているので、15周年記念を全会員でお

祝いしたいと考え、移動例会に致しました。 

式典当日は、多くの会員のご参加をいただき、ありがとうございました。 

記念式典では、クラブと宇都宮南高校のインターアクトクラブ南風倶楽部に対し、感謝状をいただき

ました。（正確には、後日例会でいただく予定です。） 

また、式典第 2部では「障がい（知的）者と共に生きる社会」をテーマにした、高校生、大学生など

の発表があり、その後に、SO日本の有森裕子理事長の内容の濃い講演がございました。その事が下野新

聞の記事（雷鳴抄）になっております。内容は新聞記事コピーをご確認下さい。 

年々、認知度が上がり活動が活発になっている障害者スポーツのようですが、活動が活発になればな

るほど、組織運営の予算が不足して、「アスリート」の大会参加費用等が不足し、関係者の方々が非常に

ご苦労されているようでございます。 

今後も、クラブ会員のご理解とご協力をいただきながら、引き続き支援奉仕活動を続けて行く事は重

要な事だと感じました。 

7 月 第 3 例会          

2019 年 7 月 17 日(水)      会員数 54名 出席 34 名 
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さて本日は、今年度、第 3 グループ B ガバナー補佐の、宇都宮陽南 RC 所属の日下田様に、お越しい

ただいております。日下田ガバナー補佐から、後ほどご挨拶を頂戴したいと思います。また、9月 25日

にガバナー補佐とのクラブ協議会をお願いしてあります。あわせて、よろしくお願い申し上げます。 

また、ビジター（オブザーバー）として「横田康行弁護士」さんが例会に御参加頂いております。 

横田さんは、横尾会員の入会を聞いて南クラブに興味を持っていただいたようです。 

また、宇都宮花火大会でも「実行委員会役員」として活動し、川又会員との親交も深いようです、こ

の御縁を、ご入会に「つなげたい」と考えております、横田さん、よろしくお願い致します。 

本日は、田中直前会長・磯貝直前幹事の「1 年間を振り返って」の卓話でございます。どうぞ、よろ

しくお願い致します。 

 

 第 2550 地区第 3 グループ B ガバナー補佐 挨拶 

 

 日下田真美ガバナー補佐より、ご挨拶がございました。 

 

 

 

 

 

 

 米山記念奨学会委員会表彰 

 

§ 米山功労者第 1 回   嶋田辰雄 会員 

 

 

 

 

 

 

 幹事報告             酒澤 伸二 幹事 

 

   § 7月 24 日・31 日の例会は新年度 各委員会計画発表となります。ご都合の付かない方は幹事までお申

し出ください。報告の内容ができましたら、幹事までご提出願います。 

   § 7～9月中に第 1回リーダー別合同委員会の開催を予定しております。（各リーダーへ FAX案内済） 

   § RLI参加ご希望の方は幹事までお申し出ください。（19日締め切り） 

   § 地区ゴルフ選手権大会が 8月 27日(火)に開催予定となっております。（FAX配信） 

   § インターアクト南風倶楽部台湾研修報告・全国囲碁大会のご案内・前年度出席一覧表（回覧） 

   § 各テーブルにガバナー月信のファイルを配布致しましたので、お持ち帰りください。 

   § 国際奉仕活動の件 

     6月 12日第 3グループ A・B会長幹事会に於いて、宇都宮 RCより、タイランドへの消防車寄贈につい
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て、第 3 グループ国際奉仕共同事業として参加の提案がございました。田中年度最終理事会協議の結

果、クラブ負担金 50,000円として参加することが決定致しました。9月 14日(土)タイバンコク市内に

於いて消防車の贈呈式を開催致します。参加ご希望の方は幹事までお申し出ください。 

    

    スマイルボックス委員会報告    仲田 俊夫 委員長 

 

§日下田真美様（第 2550地区第 3グループ Bガバナー補佐・宇都宮陽南 RC） 

         本年度、第 3 グループ B のガバナー補佐を務めます。どうぞよろしくお願いします。 

§藤島 拓会長  田中直前会長、磯貝直前幹事、本日の卓話、よろしくお願い致します。日下田ガバナ

ー補佐、ようこそ南クラブにおいでいただきました。1年間お世話になります。よろ

しくお願い致します。 

§酒澤伸二幹事  本日は、前会長・幹事の卓話、どうぞよろしくお願い致します。 

§若月章男会員  日下田ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。1年間ご指導よろしくお願い致

します。 

§磯貝 太会員  本日、卓話、よろしくお願い致します。幹事を経験して良いこと、辛いこと 15 分で

まとめてきました。 

§高久和夫会員  先日は、スペシャルオリンピックス日本・栃木の 15 周年記念式典に多数お越しいた

だきありがとうございました。心より、感謝致します。 

§笠原正人会員  クラブ出席者が多いようで、近くの駐車場が満杯のようです。遠くの駐車場から歩い

て来ました。出席協力ありがとうございます。 

§嶋田辰雄会員  8月 4日藤島年度第 1回ゴルフコンペに多数の参加申し込みいただき、ありがとうご

ざいます。3組予定して、定数に達しました。 

§菅野孝祠会員  数年ぶりの司会進行で緊張していますが、よろしくお願い致します。 

§村田宏明会員  今日も楽しくやりましょう！！ 

§金田秀壽会員  白内障の手術を受けました。世の中明るくきれいなのでびっくりしました。感謝。 

§田中正夫会員  先週末は横浜での仕事の後、大山に行ってきました。 

§村上芳弘会員  梅雨のため、商売になりませんが、気合で頑張ります。 

§中野智之会員  ロサンゼルス アナハイムに行って大谷君を見て参りました。 

§山本敬三会員  宇工がシード栃工を 5-1で破り勝利しました！ 

§仲田俊夫会員  初回のスマイルは全員の方に参加していただき、ありがとうございました。これから

も全員皆様のご協力をお願い致します。 

 

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  19,000 円  

 

 

    親睦・家族委員会報告     川又 俊二 委員長 

 

    §納涼家族会「うつのみや花火大会」参加のご出欠のお返事をよろしくお願い致します。 
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    直前会長 卓話 

 

    2018-2019 年度 会長 

    田中 正夫 会員 

 

こんにちは、直前会長の田中です。今日は 1年間会長を勤めさせていただいたことについての正直

な感想をお話したいと思います。 

20年前に入会してから、いつかは会長をやるものだと思っていました。会長が毎年変わるわけですか

ら、好むと好まざるとにかかわらず、その時が来たならば引き受けざるを得ないと思っていました。た

だ、私は組織のリーダーシップを積極的にとるような人間ではありません。性格的にもそうですし職業

柄もそうなります。自分でもそう思っていますし、皆さんもお分かりだと思います。 

2018～2019年度の国際ロータリーのテーマは「インスピレーションになろう」でした。当地区の伊

東永峯ガバナーは、ロータリークラブの創立者であるポール・ハリスがどんなインスピレーションを

持っていたのかを探ることの必要性を強調され、ロータリーの原点の再確認を求められました。 

私は、ロータリーの原点は誠実な職業人の集まりであると考えました。それは、ロータリークラブ

が創立された 1905 年のシカゴの経済環境を想像して、またポール・ハリスの生い立ちや、彼がロー

タリークラブを創設した後の様々なエピソードを知ることによって気づいた、ということではなくて、

もともと私が思っていたことの再確認ができたということです。ひとりよがりかも知れませんが、そ

れで良いと思っています。 

会長を引き受けたら人事を考えなければなりません。なんといっても最重要な幹事は、磯貝さんが

志願なさったので即決だったのですが、副会長をお願いする際に苦労しました。何人にもお声がけを

させていただいたのですが、忙しいという理由で断られてしまいました。当クラブは副会長イコール

次年度会長です。そんな中で、すごく忙しいはずの藤島さんが引き受けてくださいまして、本当に助

かりました。藤島さん、ありがとうございます。 

忙しい人でも会長や幹事をできるようにするべきだと思いました。そのためのひとつの手段として

例会の回数を減らしたわけですが、ご承知の通り、うまくいかなかったので、元に戻しました。それ

で良かったと思っています。 

今回の卓話の原稿を考えるにあたって、パソコンに残っている過去の原稿、例えば 2008 年度に鈴

木会長のもとで幹事を務めていた時の卓話や、2007 年度に栃木県高等学校 PTA 連合会の会長をして

いた時の様々な原稿を読んでみました。考え方の基本は変わってないなと思いました。それで良いと

思っています。 

今、メンタルヘルスが重要視されていますが、その中で「自己肯定感」という言葉が注目されてい

ます。これは特に教育の世界やカウンセリングの世界で言われています。簡単に言えば「ありのまま

の自分を受け入れる」ということです。努力や向上心の放棄といった誤解を受けることもあるようで

すが、けしてそうでは有りません。自尊心やプライドを高めるということでも有りません。興味を持

たれた方は、インターネットで検索してみてください。  

ロータリークラブ、少なくとも宇都宮南ロータリークラブは、自己肯定感を高める場であってほし

いと願います。これから会長や幹事を引き受ける方や、新しく当クラブに入会する方、さらには会員

暦の長い方にも短い方にも「宇都宮南ロータリークラブの会員で良かった！」と思ってもらえるクラ

ブになってほしいと思います。 
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私はこの宇都宮南ロータリークラブが大好きです。これからもずっと会員で居続けます。皆様との

末永いおつきあいを心からお願い申しあげて、結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。 

      

    直前幹事 卓話 

 

     2018-2019 年度 幹事 

    磯貝 太 会員 

 

     2018-2019幹事を経験して        

   私が入会したのは 2012年 8月 1日、入会したきっかけは私の会社の会計事務所担当している田中 

さんの一言です。お酒の席で田中さんが「キャッチボールとかできる？」でした。 

「都合のつく水曜日に一度イタヤホテルに食事にきて」と誘われ、その時一緒にいた酒澤さんも紹介

にイタヤホテルで会いましてロータリー同期になります。最初はロータリーの意味さえわからず、人

に聞かれてもよくロータリーとは伝えまれません。年度が 1年交換のため、理事や委員長を受けるの

がとてもいやでした。また委員長になるといろんな人（ロータリアン）にあえるのが少し仕事につな

がるので楽しくなりました。野球やゴルフなど親睦活動で趣味を通じて年齢関係なく仲良くなれ素晴

らしい。ただ抵抗あるのがメーキャップで何回か行きましたが・・・あまり好きではないです。 

幹事を経験して良かったこと       

① 全体がみえるようになりました。      

② 他のクラブ（会長・幹事会）で他のクラブの様子や悩み文句・愚痴いろいろ聞けたこと。  

③ 年度がはじまってしまえば何とかなってしますこと    

幹事が辛いこと        

① 準備の時点が一番大変 

② ガバナー事務所からのメールがやたら多い 

③ クラブ中の行事ごとの出欠の連絡が遅いこと（返事がないとこと）  

④ 会う人会う人が幹事は大変・大変と言うこと     

⑤  責任があるから例会に休めない辛さ      

田中年度について        

① 出席率が低迷した        

② 若い人向けに夜間例会を取り入れたがベテランが例会にでられなくなった  

③ 例会に来る人来ない人は大体同じになり・・・行かなくても大丈夫だろ～意識が薄くなった  

この経験をいかし 2019-2020藤島会長・酒澤幹事宜しくお願いします。 

      

 

 

 

 

 

 

出席報告   笠原正人 出席委員長 

 

会員数   54名  前々回 7月 3日 

出席数   25名   訂正率 75.56％ 

欠席数    29名       

出席率  56.82％ 

％       

例会予定 

 

第 1823 回  7 月 24 日(水) 

クラブアッセンブリー 

本年度各委員会事業計画 

各委員会 委員長 
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    プログラム     

   

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1824 回 

7 月 31 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度各委員会事業計画 

各委員会 委員長 

ホテルニューイタヤ 

  

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1825 回 

8 月 7 日(水) 
12：30～13：30 

会員卓話 

「出席について」 

笠原正人会員 

ホテルニューイタヤ 

第 1826 回 

8 月 10 日(土) 
16：00～20：30 

移動例会：納涼家族会 

うつのみや花火大会 
別途案内 

第 1827 回 

8 月 21 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会：クラブフォーラム 

「会員増強について」 

会員増強委員会長谷川博夫

委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1828 回 

8 月 28 日(水) 
12：30～13：30 

1 年交換留学生 帰国報告 

上野開美さん 

 

ホテルニューイタヤ 

 

＊8月 14 日(水)の例会は 8月 10 日(土)振替休会となります。 


