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通算 2748 号

2017 年７月４日（雨）第１回例会

会員数 116 名

点
鐘
田嶋 章夫 会長
司
会
ＳＡＡ 大塚 宏一 会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチメニュー
小付 山海炊き合せ 特製メンチカツ 御飯
汁 香の物 デザート

ビジター紹介 五味渕秀幸会長エレクト
◇来訪ロータリアン
１名（１クラブ） 累計 26,443 名
宇都宮南ＲＣ 若月 章男 様
（第３グループＢ／ガバナー補佐）
認証状引き継ぎ式
辻前会長から田嶋（章）新会長へ
感謝状並びに記念品の贈呈
田嶋（章）会長から辻前会長へ
田嶋（章）会長から稲見前幹事へ
会長挨拶
田嶋 章夫 会長
皆さん、こんにちは。皆様のご承認を受けまし
て、今年度の宇都宮東ロータリークラブの会長を
務めさせていただくことになりました田嶋章夫で
ございます。入会しておかげ様で満 22 年になり
ます。なにぶんにも、このような大任を仰せつ
かったのは、はじめてのことですので、あらため
てその責任の重さを感じております。どこまで出
来るかという不安はございますが、精一杯努める
所存ですので、よろしくお願いいたします。
ガバナー挨拶

ＲＩ第 2550 地区ガバナー 太城 敏之 様
皆さん、こんにちは。７月１日よりガバナーを
拝命いたしました。７月１日に東京の高輪でガバ

列席 89 名

出席率 85.44%

ナー会があり、いろいろ訓示されてきました。来
年６月までの１年間、任期を全うしたいと思いま
す。地区幹事の入江武さん、会計長の倉井章さん、
ロータリーの友委員の加藤勝朗さんの３人に力を
お借りし、また、皆様のお力添えをいただいて、
地区の役割を果たしていきたいと考えております。
７月６日に、栃木パストガバナーがおります、わ
たらせＲＣへ、第１回目の公式訪問をいたします。
７月９日に諮問委員会や運営委員会がございまし
て、いよいよ大変な時期になってくるなと考えて
おります。健康に留意し、皆さんに恥をかかせな
いようにしっかり頑張りますので、どうぞ、ご支
援ご声援を宜しくお願い申し上げます。
ガバナー補佐挨拶
第３グループＢ／ガバナー補佐 若月章男 様
ガバナーの補佐役として１年間、務めさせてい
ただきます。最初の仕事は、ガバナーから、担当
クラブに年４回は訪問して下さい、とのことでし
たので、まず、東クラブさんに表敬訪問をさせて
いただきました。今年１年間、皆様の足手まとい
にならないよう、精一杯努める所存でございます
ので、どうぞよろしくお願い致します。
新ＳＡＡ紹介
大塚 宏一ＳＡＡ
ＳＡＡの大塚、副ＳＡＡの金田、鈴木（明）、
吉田、床井の５名で進めさせていただきます。１
年間よろしくお願いいたします。

幹事報告

片嶋

常隆 幹事

◇ロータリーレート ７月は１ドル 111 円。
◇７月１日現在、当クラブの会員数 116 名。６月
に齋藤巨匡さん、伊藤嘉司さん、越沼栄さんが
退会されました。
◇趣味の会活動報告を未提出のクラブはご提出を。

◇第一回国際ロータリー第 2550 地区ゴルフ選手
権大会のご案内
８月 29 日（火）、日光カンツリー倶楽部にて
開催。ロータリアンの親睦と友好の輪を広げる
とともに、ロータリーチャンピオンを決めるゴ
ルフ大会です。参加希望の方は、７月 10 日ま
でに当クラブ事務局まで申込み下さい。
◇ロータリアン会員増強親睦ゴルフ大会開催のご案内
８月 27 日（日）宇都宮カンツリークラブに
て開催。会員増強の一環として、ロータリーに
関心のある方をゴルフにお誘いただき、クラブ
にもお誘いいただければということです。参加
希望の方は、７月 25 日までに当クラブ事務局
まで申込み下さい。
◇レターＢＯＸに第１回ガバナー月信と地区大会
のパンフレットを配付。
◇今年度ガバナー月信用ファイルが届いています。
ご利用の方はお持ち帰りを。
１年間よろしくお願いいたします。

・インターアクトについて
６月 26 日、宇都宮商業高等学校のインター
アクト発足。名称は、宇商インターアクト・
マーキュリーです。マーキュリーは商業の神様
です。結成会合が宇都宮商業の杉本校長、栃木
秀麿ガバナー、熊本インターアクト委員長の立
会いのもと開催されました。会長に今井君、例
会日は第２・第４水曜日のＰＭ６：30 ～に決
まりました。1968 年７月、宇都宮ＲＣにおい
て文星芸大附属高校発足以来、県内 17 番目の
インターアクトになります。今後は、８月 19
日（土）第６回全国インターアクト研究会、８
月 20 日（日）第 2550 地区のインターアクト年
次大会に出席いただき、ＲＩからの承認を待ち、
10 月に認証状伝達式を挙行する予定です。そ
の折には会員皆様のご声援をお願いいたします。

委員会報告
◇出席委員会
吉田恭平前年度委員長
＜皆出席表彰・６月分＞
通算 43 年 皆藤 美實 会員
通算 27 年 野口 忠男 会員
連続 23 年 若度 哲久 会員
連続 18 年 小林 正明 会員
連続 ２年 薮下 行平 会員
連続 １年 伴
誠 会員
※前年度会長より表彰状の授与
◇前年度会長より報告
辻 裕司前年度会長
６月 27 日が休会でしたので、本日、ご報告
いたします。
・ローターアクトについて
６月 19 日に作新大学ローターアクト・サー
クルが発足しました。第１例会が開催され、代
表にラマ・ユバラジ君（ネパール・経営学課４
年）、例会日は毎月第１・第３月曜日の 12：00
～になりました。今後の活動として、周辺の小
中学校に通う外国からの子女が、日本語が不便、
母親も学校からの連絡がわからない、というこ
とがあり、子女やお母さんに対して、語学教室
など検討していこうということになりました。

◇公式訪問随行委員より 小林正明地区副幹事
今年度、太城ガバナーのサポートということで、
クラブ一丸となって公式訪問の随行を行っていた
だくことでご承認いただいています。公式訪問の
約 10 日前に、随行者の皆様に、「ガバナー公式訪
問随行に関するご連絡」をＦＡＸさせていただき
ます。
集合時間の 10 分前に、ガバナー事務所がある
宇都宮グランドホテルのロビーにお集まりいた
だき、ガバナーに随行していただきます。（集合
時間は、クラブ会長との懇談が、午前の部は 11
時から、夜の部は 17 時から開始のため、例会場
へ 15 ～ 30 分前に到着出来る時間を設定していま
す。）なお、昼夜ある場合で、どちらかしか出ら
れない場合は、昼の部の方は、夜の部の例会場ま
で随行してください。また、各例会場には必ず２
名以上随行して下さい。１週間前に相手先クラブ
にメンバーの名前を通知する事になっていますの
で、変更がある、変更が反映されていない場合は
地区副幹事の秋元か小林までご連絡ください。
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◇スマイルボックス委員会渡邊 和裕 委員長
太城敏之・入江武・倉井章会員
７月よりガバナーの仕事が始まります。地
区幹事、会計共々１年よろしくご支援下さい
ます様お願い致します。
辻年度理事・役員一同
辻年度１年間、ご支援いただきましてあり
がとうございました。感謝申し上げます。ス
マイル！
田嶋年度理事・役員一同
今年度は行事が盛りだくさんで大変やりが
いがあります。充実したロータリー活動を目
指して取り組んでいきたいと思います。会員
の皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
豊田悦孝会員
子供達家族 10 人に囲まれて私の傘寿のお
祝いをして貰いました。
ＳＡＡ 大塚・金田・鈴木・吉田・床井各会員
田嶋年度、ＳＡＡを担当します。多少の事
は、100 日間のハネムーン期間として、宜し
くお願いします。
スマイル 渡邊（和）
、丸田、相良、五月女各会員
田嶋年度スマイル委員会、皆様のスマイル
を＆清きスマイルお願いします。

卓

話

「今年度会長方針」


田嶋 章夫 会長
本 年 度 の 活 動 方 針 と し て、 国 際 ロ ー タ リ ー
の テ ー マ は「 ロ ー タ リ ー： 変 化 を も た ら す 」
“Rotary:Making a Difference”で、地域に変化
を与えて、いろいろなものを進めて行こうという
ことをお話されているようです。これに基づきま
して地区目標が「チャレンジ＆イノベーション」
で、太城ガバナーが、「新しいことへ挑戦し、未
来のために本質は変えず変革を起こして行こう。」
ということを掲げています。これを基本に鑑み、
太城ガバナーが特におっしゃっている会員増強を
大きな目標としまして、ホームクラブとしての役

割と責務を担って行きたいと思っております。こ
れらのことを念頭におきまして、2017-18 年度の
会長方針と計画を次のように重点施策として定め
させていただきます。
１．例会活動の充実
２．クラブ会員の交流と親睦
今年度は野球部の設立準備が進められてい
る最中です。
３．会員増強に努力を傾注し、純増、若手会員の
獲得を図る
４．インターアクト、ローターアクトの増強推進
インターアクトについては、今年度８月
19 日に全国大会が宇都宮の地で行われます。
また、台湾との交流を地区で行っているので、
こちらの参加についても検討したいと思いま
す。ローターアクトについては、作新と一般
のローターアクトの２つがあり、この中で協
調しながら進めて行くことが今後の課題です。
５．新姉妹クラブとの情報交換と友好交流に努める
辻年度の理事役員の方などで、台湾高雄の
鳳山西區扶輪社の新会長の引継ぎ式に出席予
定になっています。情報交換をしつつ交流を
深めていきたいと思います。
６．広報活動の強化研究とＩＴ活用による公共認
知度の向上
一般の方々にロータリーの活動が伝わって
いないことが会員増強の一つの妨げになって
います。いかに外に対してロータリークラブ
の活動を示していけるか、今年度は、辻前年
度会長が公共イメージ委員長をかっていただ
きました。強化をしていくということです。
７．太城敏之ガバナーの活動に対して、ガバナー
スタッフと情報を共有し、ＲＩ第 2550 地区
のロータリー活動が実りあるものとなるよう
に、クラブ全体でサポートする。
特に 10 月までの公式訪問のサポートが一
番大きく、その後の地区大会があります。
是非皆様とやっていきたいと思いますので、一
年間、よろしくお願いしたいと思います。
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