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    司 会              磯貝 太 会場監督（S.A.A） 

 

● ロータリーソング 感染防止のため中止 

 

    会長の時間           藤島 拓 会長 

 

  皆様、こんにちは 本日は藤島年度の「最終例会」です。 

いつもの「最終例会」だと、18 時 30 分から最終例会を行い、その後に懇親会で、楽しいお酒を飲み

ながら、1 年間の思い出を振り返り、皆様に感謝の気持ちをお伝えしいるのですが、今年は「新型コロ

ナ感染防止対策」が必要なため、会員全員での懇親会を開催する事は難しいと考えて、懇親会は中止し

て、昼に最終例会を行う事に致しました。 

皆様と楽しいお酒を飲んで、1年間を振り返って、懇親を深める事が出来なくて非常に残念です。 本

日の最終例会は、会長と幹事の「1年を振り返って」と言う卓話をやらせていただく事にしましたので、

よろしくお願い致します。 

 

 幹事報告             酒澤 伸二 幹事 

 

§ 本日、黒田会員の後任として、青木正人様が入会されます。皆様よろしくお願い致します。 

§ 新型コロナウィルス対策の為、今週も例会終了後、お弁当をお持ち帰りください。 

 

 新入会員入会式           

 

 青木 正人 会員 足利銀行 江曽島支店 支店長 

 

 推薦者：鈴木秀明会員 

 

 

 

 

6 月 第 3 例会          

2020 年 6 月 24 日(水)      会員数 54名 出席 54 名 
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 次年度幹事報告          長谷川 博夫 次年度幹事 

 

§ 来週の例会より、新年度となりますが、例会形式はコロナ対策を継続致します。 

 

 委嘱状              

 

§ 米山奨学生世話クラブ委嘱状 

  バトジャラガル・ヒシギジャラガルさん（モンゴル）2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

  自治医科大学 

    

    スマイルボックス委員会報告        磯貝 太 S.A.A 

 

§藤島 拓会長  1年間ご協力ありがとうございました。 

§中野智之副会長 藤島会長、酒澤幹事、1年間ありがとうございました。 

§酒澤伸二幹事  皆様、1年間、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。 

§笠原正人会員  今年度、藤島会長他スタッフの皆さん、ご苦労様でした。 

§村上芳弘会員  藤島年度、ご苦労様でした。 

§若月章男会員・村田宏明会員・塩田 潔会員・坂本昭一会員 

         藤島会長、酒澤幹事 1年間ご苦労様でした。 

§仲田俊夫会員  藤島年度最後の例会です。1年間会員の皆様には、スマイルへのご協力ありがとうご

ざいました。 

§鈴木秀明会員  まだ辛うじて元気です。 

§関 享一会員  最終例会、皆様本当にご苦労様でした。これからも益々頑張ってくださることと思い

ます。次年度は多く出席できますよう、努力致します。とりあえず頑張って行きます。 

§関口 隆会員  会長藤島さん、幹事酒澤さん、ご苦労様でした。コロナ休会が続いたので、もう一度

会長幹事してみてはいかがでしょうか？ 

§青木克浩会員  藤島会長、酒澤幹事、1年間ご苦労様でした。次年度、中野会長、長谷川幹事よろし

くお願い致します。 

§平澤照隆会員  藤島会長、酒澤幹事、1年間ご苦労様でした。 

§枝野修一会員  藤島会長、酒澤幹事、1年間大変ご苦労様でした。 

§嶋田辰雄会員  藤島会長、酒澤幹事、1年間お疲れ様でした。 

§岩本一男会員  最終例会です。会長幹事 1年間ありがとうございました。 

§長谷川博夫会員 いろいろなことがありましたが、1年間ご苦労様でした。藤島会長、酒澤幹事、スマ

イルもお疲れ様でした。 

§磯貝 太会員  藤島会長、酒澤幹事、1年間大変大変お疲れ様でした。本日 6月 24日結婚して 19年

記念。 

§黒崎丈博会員  本日、藤島年度、最後です。会長幹事ありがとうございました。 

§小保方明美会員 藤島会長、酒澤幹事、各委員長、大変お疲れ様でした。また、色々お世話になりまし

て、ありがとうございました。 

§横尾憲一会員  1年間ありがとうございました。来年度もよろしくお願い致します。 
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§猪瀬龍之介会員 最終例会、お疲れ様でした。 

 

   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   24 名 金額  25,000円  

                                

 会員卓話 

 

   2019-2020 年度 藤島 拓 会長 

   

  「1 年を振り返って」 

 

まず、最初に、1年間（正確には 9カ月、3ヶ月間活動中止）の会員の皆様のご支援・ご協力に対し

て、心より感謝申し上げます、本当にありがとうございました。 

   また、クラブ活動の調整役として、短気な私を、1年間支えてくれた「酒澤幹事」にも、心から感謝申

し上げます。 

   年度がスタートしてしばらくは、例会の出席率等の問題があり「どの様に対応すればよいのか迷って

ばかりいました」、まさに「暗中模索」「解決しても、しなくてもいいかな・・・」と何度も投げ出した

くなりましたが、そんな時、酒澤幹事が「クラブの活性化を目指しましょう」と一緒に進んでくれたお

陰で、無事に、今日を迎える事が出来ました。 

 

   それでは、これから「1年間を振り返って」と言う事で発表いたします。 

   さて、今年度の RI会長マーク・ダニエル・マローニー氏のテーマは「ロータリーは世界をつなぐ」

で、2550地区の川嶋ガバナーは「2550地区の中で人々とつながり、ロータリーの未来につながる活動を

行っていく」と考え、地区テーマを「無限の可能性へ」と発表されました。 

   今年度のテーマの「ロータリーは世界をつなぐ」を理解し、具体的な目標や計画を、昨年、3月 17日

の会長エレクト研修セミナー（PETS）や 5月 12日の地区研修・協議会で、地区研修リーダーである飯村

パストガバナーから学びました。 

また、4月 14日から 18日にアメリカのシカゴで開催された「2019年規定審議会」の説明や、新しい

戦略計画の優先項目と目標を教えていただきました。「3年に 1度の規定審議会と、今後 5年間のロータ

リー活動の指針である新しい戦略計画が提示され、この 2つの革新の波が重なり 3年×5年という周期、

つまり 15年に 1度の改革の年でもあります。その成功は、会長エレクトの双肩にかかっております、よ

ろしくお願い申し上げます。」と、飯村パストガバナーから発表があった時は、ますます、不安が大きく

なった事を思い出されます。 

 

   本日は、関係する資料を配布したので、会員の皆様の今後のロータリー活動に活用していただければ

と思っておりますが、私自身にとって、これらの内容を理解する事は非常に難しい事で、昨年の地区協

議会後は、どの様に進めて行けばよいか解らず、悩んでいました。 

また、規定審議会の結果を受けて、定款・細則等の変更が必要だと思いましたが、直接影響のある部

分だけの「細則変更」等の協議は行いましたが、修正後の「定款・細則」を年度内に皆様にお渡しする

事が出来なくて、すいませんでした。次年度の現況報告書に載せるべく、現在訂正等を行っております

ので、お許しください。 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

  

   この様に、7月の年度がスタートする前に、いろいろ悩みを抱えながらでしたが、年度の会長方針を

「全員参加のロータリー活動」に致しました。これは、自分が入会した後の歴代会長の方針等を参考に

させてもらい、「会員増強」も「出席率向上」も「スマイル」も「ロータリー財団や米山記念奨学会への

寄付」も「各委員会の奉仕活動」も会員全員で取組まなければ、宇都宮南ロータリークラブの活性化が

出来ないと考えたからです。 

  

これから計画の反省を述べたいと思います。 

まず、1番目の計画の「会員増強」は、純増 3名・退会防止でした、結果は 6名入会（横尾、斎藤、横

田、臺、塚田、猪瀬会員）していただきましたが、5名退会（桝田、田島、田口、喜内、鍋島さん）と言

う事で、純増 1名でした。退会の内訳は、仕事の都合が 2名で、体調の関係が 2名で、病死が 1名で、

退会防止が難しい理由の方がほとんどで、会員増強とは、非常に難しい事だと痛感致しました。 

   長谷川会員増強委員長と協力して、8月 21日に「会員増強クラブフォーラム」を開催して会員全員で

取組みをスタートしたのですが、1年間、継続して活発な活動を行う事は出来なかったと、反省しており

ます。今後も「会員増強」は、クラブが活性化して行くために必要不可欠な取組だと思いました。 

  

   2番目の目標は、子供問題への取り組みです。 

   地域内のボランティア団体と連携して将来を担う子供たちへの支援と言う事で、関口社会奉仕委員長

と、イートランド㈱社長「高久会員」の御協力により、「下野 NEWS CAFÉ」の 2階に「こども食堂」開設

準備をして頂きました。藤島年度では、具体的な活動までたどり着きませんでしたが、高久会員は次年

度の社会奉仕委員長と言う事なので、実現目指して、取り組みを継続して頂きたいと思います。将来の

「地区補助金事業」に成り得ると思うので、実現目指して協力して参りたいと思います。 

 

   3番目は「RLI推進」と言う事で、中野次年度会長、長谷川次年度幹事、仲田パスト会長、安齋パスト

会長、藤島の 5人の、卒業生（パートⅠ～Ⅲ受講完了）を出すことが出来ました。 

   これまでに、岩本会員、田中パスト会長の 2名の卒業生を出しています。2月 5日の例会の、「RLI卒

業生の受講体験発表」の卓話の中でも出ましたが、せっかく縁あって RCに入会したのですから、1年間

のうちの、3日間だけですが、真剣にロータリーを勉強してみませんか。特に入会 10年未満の経験の少

ない会員は、必ず、受講して良かったと感じるはずです。また、ロータリアンの多くの知り合いができ

ます。場合によっては、ビジネスチャンスにつながる事もあるかもしれません・・・・・。 

 

   4，5番目はロータリー財団と米山記念奨学会への寄付お願いです。 

   例会に参加して頂いている会員の皆様からは目標を超える御寄付をいただく事が出来ました。本当に

ご協力ありがとうございました。しかしながら、例会を欠席されている会員へのお願いが不十分になっ

てしまいました。次年度は、財団委員長をお願いされたので、仲田ロータリー基金リーダー兼米山委員

長と協力して、例会を欠席されている会員への寄付お願いにも力を入れて、進めたいと考えておりま

す。また、例会及び委員会、親睦活動等を振り返ると、8月の思い出深い納涼家族会「雷雨後の素晴らし

い宇都宮花火大会」、「合同委員会」や「会員増強クラブフォーラム」、10月の「ガバナー訪問」、11月の

「地区大会」、12月の「国際奉仕についてのクラブフォーラム」1月の「新年例会」「福田知事例会」2月

の「IM」、定期的に開催した「クラブ内ゴルフコンペ」、ガバナー主催親善野球大会など月を重ねる度
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に、クラブ活動の活性を実感する事ができました。このままの勢いで、6月の最終例会まで突き進もうと

思っていましたが、残念な事に 3月から 5月までは「新型コロナウィルス感染症対策」のための「社会

経済活動の自粛」と言う事で、ロータリー活動を中止せざるを得ませんでした。3月の「吉澤石灰工業へ

の職場訪問」、4月の「隅田川の屋形船でのお花見」、5月の「米山梅吉記念館訪問旅行」など、会員がさ

らに「つながる事」を目指して計画しておりましたが、実現しませんでした。本当に残念ですし、準備

をして頂いた、若月職業奉仕委員長、川又親睦家族委員長、岩本ロータリー基金委員会リーダーすみま

せんでした。 

また、これらの旅行等の手配をして頂いていた、日本旅行宇都宮支店長の臺会員には、やむを得ない

理由でのキャンセルとは言え、全てキャンセルになってしまいまして、本当にすいませんでした。代わ

りと言っては何ですが、栃木県予算による県内での「一家族一旅行補助」が行われますので、是非と

も、会員の皆様には、旅行の予約等は、日本旅行宇都宮支店をご利用いただけますように、お願い申し

上げます。 

  

   今まで申し上げたこと以外にも、第 3グループ合同奉仕事業として実施した「タイ国への消防自動車

寄贈事業」と言う国際奉仕事業の実行委員長をやらせて頂き、バンコクの「パトムワン RC」の例会で、

代表の挨拶（日本語）をすることができました。また、この時の空いている日に、元会員で、転勤でバ

ンコクに単身赴任している「東京海上の桑田さん」と、中野会長エレクトとゴルフを楽しむことが出来

ました、素晴らしい思い出深い経験でした。※少しでも英語を使えるように（話す、聞く）ならないと

より深い交流をする事が難しいと感じ、言葉の重要性を痛感しました。 

 

また、第 3グループの IMで「米山記念奨学金事業」に対する意見を、南クラブ代表として発表する事

が出来ました。どれも、クラブの会長になっていなければ、経験の出来なかった素晴らしい経験であ

り、その素晴らしい経験で、以前より少しですが成長する事ができたなと感じる事ができました、本当

にありがとうございます。 

 

   まだまだ未熟のため、これからも、全ての事に感謝しながら「努力と反省」を継続して参りたいと考

えております。 

                                 

 会員卓話 

 

   2019-2020 年度 酒澤 伸二 幹事 

 

    「今年度を振り返って」 

 

      長いと思っていましたが今日を迎えると 1年間あっという間で、本日が藤島年度の最終例会となり

ました。今年度を振り返ってという内容で、お話をさせて頂きます。 

 

はじめに、藤島会長より幹事への打診を頂きました時には、素直に私にはまだ早いかな？とか、例

会やその他の行事に全て参加することや幹事の仕事はやることが多いというイメージでしたので、現

在の自分の会社や仕事の状況でできるかな？とか、同じ時期に別な勉強会の代表にもなる予定でした
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ので、正直に不安でした。 

しかし、ロータリーの精神では快く引き受けることが大切と先輩方の教えがあり、また藤島会長か

らの依頼であり、業務や出張など場合はフォローするから大丈夫と言って頂いたので、頑張ってみる

と決めさせて頂きました。実際には藤島会長がリーダーシップを発揮して立案や資料作成などの大半

をやってくれました。 

 

① 幹事になってよかった事：理事会や各委員会、例会、各種資料の準備や作成などを通して宇都宮南ロ

ータリークラブのことがよく見えてきたこと。会員の皆様との接点が増えてコミュニケーションや親

睦が図れたことはとても良かったです。例会だけではできないことでした。また、地区の行事やガバ

ナー事務所からの連絡、会長幹事会などに参加することで、地区や他のクラブの状況が分かり、知り

合うことができたことです。この経験はロータリークラブの一員としてはもちろん、１社会人として

もとても勉強になりました。 

 

② 幹事になって分かった事・驚いたこと：当初は無我夢中で分からないことばかりでしたが、今になっ

て分かることもありました。まずは RIや地区からのメールの連絡や依頼が多いことには驚きました。

会長幹事宛だけではなく、各委員会など向けの案内や依頼がすごく多いです。当クラブ内のことでも、

決めること・各種案内・確認・調べごとなどは会長が多くをやってくれましたが、結構多いですね。

特に出欠の確認は連絡が来ない方が多くて、一番大変なことでした。 

 

③ 今年度は新型コロナウィルスという大災害があり、国際大会が中止となりオンラインでの開催に変更、

また予定通りの例会や委員会活動、また、地区の行事や野球大会、甲子園大会への参加などができか

った部分が悔やまれます。その中でこの最終例会を迎えまして、幹事として至らない部分もございま

すが、改めて事務局のお二人・会員の皆様・各リーダー、委員長の皆様・理事役員の皆様のご指導と

ご協力を頂きまして、1 年間無事に役割を進められましたことに感謝申し上げます。本来であれば、

お酒を飲みながら（あっ私は飲めませんが）夜の例会で楽しく最終例会を開催したかったのですが、

こちらは次年度に期待させて頂き我慢いたします。 

 

④ 結びになりますが、藤島会長には様々な指導と手厚いフォローを頂きましたことに、心から感謝を申

し上げます。ありがとうございました。 

 

来週からは新たに中野会長・長谷川幹事のもとで新年度がスタートしますので、次年度も素晴らし

い活動ができますよう協力していきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

                                 

 御礼 

 

藤島会長、酒澤幹事に花束が贈られました。 

 

1年間お疲れ様でした。 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1856 回 

7 月 8 日(水) 
12：30～13：00 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

クラブ奉仕・広報・会員組織 

ホテルニューイタヤ 

第 1857 回 

7 月 15 日(土) 
12：30～13：00 

クラブアッセンブリー 

本年度委員会事業計画発表 

奉仕プロジェクト・ロータリー

基金・SAA・会計 

ホテルニューイタヤ 

第 1858 回 

7 月 22 日(水) 
12：30～13：00 

会員卓話 

WEB 会議の利用方法 

酒澤伸二会員 

ホテルニューイタヤ 

第 1859 回 

7 月 29 日(水) 
12：30～13：30 

会員増強月間 

川又俊二委員長 
ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    笠原 正人 委員長 

 

    出席報告なし 

例会予定 

 

第 1855 回  7 月 1 日(水) 

会長方針発表 

中野智之会長 


