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2017 年 10 月 17 日（曇り）第 16 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 床井会員
◇ロータリーソング「我等の生業」
◇本日のランチメニュー
刺身 小付 汁 御飯 香の物
ポークヒレカツサラダ添え デザート

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇卓話講師 ＲＩ 2550 地区 第３グループＢ
ガバナー補佐 若月 章男様（宇都宮南ＲＣ）
◇宇都宮東ＲＣ夫人の会
太城廣子様
野口英子様
炭田弘子様
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。本日はガバナー補佐、訪
問例会です。よろしくお願いいたします。
皆様にご通知致しましたが、齋藤巨匡さんがお
亡くなりになりました。昨年度末に退会されまし
たが、長年ロータリーでご活躍され、昨年は副会
長でございました。理事会で承認を得て、会員の
方とご同様の形で弔電、生花、ご香料をお届けす
ることになりました。
さて、地区大会が終了いたしまして、初の例会
となります。通常ですと、クラブ協議会を開催し、
地区大会の報告をするところでございますが、本
日はガバナー補佐の訪問でございます。また、我
がクラブが主催クラブで、全員にご出席いただい
ておりますので、クラブ協議会という形を取らず
に、挨拶の中で簡単にご報告させていただきます。
準備から当日のお手伝いまで本当にお疲れさまで
ございました。地区大会がこのように成功裡に終
わりましたことは、関係各位皆様の熱意と努力の
賜だと考えております。また、夫人の会の皆様に
も大変ご協力いただき、ありがとうございました。
地区大会にご参加された皆様にも、東ロータリー

会員数 120 名

列席 89 名

出席率 80.95%

クラブの熱意の欠片をお持ちいただけたと確信し
ております。
地区大会は終わりましたが、まだ本年度は終
わっておりませんので、今後ともよろしくお願い
いたします。
ガバナー挨拶
太城敏之ガバナー
皆さん、こんにちは。皆さんのおかげで地区大
会が無事終わりましたこと、一言御礼申し上げま
す。青木実行委員長には半年前から準備なさって
いただき、本当に完璧な進行の状況で、ありがと
うございました。また、ゴルフでは、松山実行委
員長から朝５時集合とのお話を伺いました。雨の
中、寒い中、本当にありがとうございました。地
区育成セミナー、晩餐会、本会議と長い３日間で
ございましたが、皆様の協力で無事終わり、大成
功だと思っております。石黒ＲＩ会長代理からも
お褒めの言葉をいただいております。夫人の会の
皆様にもお手伝いいただき、ありがとうございま
した。クラブ訪問も残すところ４クラブです。今
月 31 日には東ロータリークラブにクラブ訪問と
なりますので、その席上で改めて御礼申しあげま
す。本当に皆様のお力で成功したと思っておりま
すので、重ねて感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。
夫人の会直前会長挨拶
太城廣子様
皆様、こんにちは。本日はローターアクトのバ
ザー提供品の受付のためにやってまいりました。
来週の例会でも受付しておりますので宜しくお願
いいたします。
先日の地区大会では皆様に大変お世話になりあ
りがとうございました。31 日の公式訪問に、夫
人の会の皆様と伺う予定です。よろしくお願いい
たします。

幹事報告

片嶋幹事

◇地区大会の各種表彰についてご報告
◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会寄付
5,000 万円達成クラブ
◎ロータリー財団寄付
・１人当たり年次寄付額上位クラブ 第３位
・「End Polio Nowキャンペーン」に1,500$
以上寄付したクラブへ感謝状
◎ガバナー賞
「カンボジア消防車寄贈とその広報」
◎個人表彰
・Ｒ財団大口寄付者 レベル１ 太城敏之会員
・地区功労賞
太城敏之第３グループＢガバナー補佐
・地区功労奉仕賞
戸﨑勝彦ローターアクト委員長
・100％皆出席
50年以上 小林 利延会員（52年）
45年
伴
清会員
35年
佐々木 正会員
30年
鳥居利一郎会員
25年
羽石 光臣会員
		
髙野 藤房会員
・長寿会員（80歳以上の方）
田嶋 光男、鈴木 郁夫、小菅 庸二
坂田 早苗、皆藤 美實、小林 利延
佐々木 正、髙野 藤房
各会員
◇宇都宮少年剣道大会へ当クラブから１万円寄付
の予定。大会は 11 月３日二荒山神社にて開催。
◇ 10 月 31 日太城ガバナー公式訪問。クラブ協議
会開催の後、地区関連行事のお疲れさま会。

委員会報告
◇クラブ奉仕委員会
菊地（正）委員長
各委員会のトピックス等の情報と写真を公共
イメージ委員会へご提供下さい。ソーシャルメ
ディアを通して発信していきます。東クラブの
宣伝にもなり、やがては会員増強に繋がると思
います。
◇スマイルボックス委員会
金子委員
相良浩史会員
先日の大人の休日ゴルフでメンバーとハン
ディに恵まれ優勝することが出来ました。２
度目の参加で優勝出来て大変ありがたく思っ
ています。これからも会員の皆様と親睦を深
めたいと思いますので宜しくお願い致します。
ガバナー補佐 若月章男様
本日は卓話をさせていただきます。よろし

くお願いします。
夫人の会受付一同
地区大会お疲れさまでした。今週、来週と
例会の前にローターアクトのフリーマーケッ
トの商品をお預かりしています。来週も受け
付けていますのでよろしくお願い致します。
松山 栄会員（記念ゴルフ大会実行委員長）
地区大会記念ゴルフ大会が 10 月 13 日の金
曜日に宇都宮カンツリークラブにて盛大に開
催する事が出来ました。生憎小雨の降る日で
はありましたが当日のキャンセル者もごく少
数で、想定内で地区大会記念ゴルフ大会が開
催されました。また、ホストクラブとして朝
５時半から来場者歓迎やら受付等裏方作業を
してくださった会員の皆様本当にありがとう
ございました。感謝・感謝で一杯です。当ク
ラブの団結力の高さを物語るかのように「ク
ラブ対抗団体戦」を２位の宇都宮陽東クラブ
に対し、14 ポイントの差を付け優勝を勝ち
得ました事ご報告いたしここにスマイルイン
させていただきます。
青木格次会員（地区大会実行委員長）
皆様のおかげで地区大会実行委員長の役目
を無事終了出来ました。各委員会の委員長様
をはじめ会員皆様のご協力のおかげと改めて
感謝いたします。本当にありがとうございま
した。
入江 武会員
お陰様にて地区大会無事終わりました。松
山ゴルフ大会実行委員長さん、青木地区大会
実行委員長さん、お世話になりました。夫人
の会、会員の皆様感謝申し上げます。
太城敏之会員
先日の地区大会が無事終わりました。青木
実行委員長はじめ会員の皆様のお陰です。大
成功と思っております。ありがとうございま
した。
◇親睦委員会
菊地（憲）副委員長
＜誕生祝い・10 月＞
会員誕生
伴
清、片山 幸志、菊地 正幸、
宮下
浩、野口 忠男、大木八千雄、
相馬 克美、田村 哲男、田崎 信孝
各会員
夫人誕生
石塚 増男、菊地 憲寿、永井 泰幸、
大関 国明、関
元明、髙木
敬、
床井 光雄、山本 修一
各会員の奥様
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卓

話

「ガバナー補佐訪問」

第３グループＢ ガバナー補佐

若月 章男様
今年度、第３グループＢのガバナー補佐を仰せ
つかりました若月です。どうかよろしくお願いい
たします。ガバナー補佐の役目はガバナーとクラ
ブとのパイプ役ということですが、東ＲＣは直結
ですので、今日は私なりにロータリーとして感じ
ていることをお話させていただきます。その前に、
先程、地区大会のお話が出ておりましたが、大変
素晴らしい大会だったと思います。ありがとうご
ざいました。
地区大会の２日間、ＲＩ関係の素晴らしい方々
がお見えになり、皆様「変革」ということをお
しゃっていました。ロータリーそのものも変革の
時なのかと思います。ガバナーのメッセージにつ
いて、私の個人的な考え方ですが、お話させてい
ただきたいと思います。ＲＩの話を聞いた上で
も、太城ガバナーのおしゃっている「チャレンジ
＆イノベーション」は大変素晴らしいメッセージ
だと感じる次第です。ロータリーの中で一番難し
いのが職業奉仕と思っている方が多いのではない
かと思います。これをわかりやすくお話されてい
るのが、太城ガバナーのメッセージだと思います。
「四つのテスト」これは行動指針だと思いますが、
大変具体的に書いてあります。「真実かどうか」
は顧客に対して、「みんなに公平か」は従業員に
対して、「好意と友情を深めるか」は同業者とと
もに手を携えるか、「みんなのためになるかどう

か」は納入業者に対し公正であるかどうか、私も
経営者の１人ですので、企業をやっていくうえで、
非常にわかりやすい説明と感じました。ロータ
リーも企業も組織という面では共通していると思
います。これを企業の経営と合わせて説明してい
らっしゃるので、本当に私はわかりやすく、理解
できたと思う次第しだいです。企業経営で良く言
われる近江商人の話の「売り手よし」「買い手よ
し」「世間よし」の「三方よし」の精神、そして
サントリーの佐治氏の「やってみなはれ」
、まさ
に企業を経営して行く上で一番大事なこと、これ
をロータリーでも同じだとおしゃっているように
思いました。ロータリーも企業も生き残るために
は、イノベーションという変化をしながら進化し
ていかなければいけない、まさにその通りだと思
います。
現況報告書の「趣味の会」を見させていただき
ました。例会と同じように定期的に活動されて
いるので存続していると思います。120 名の団結
力、絆もこうした会があるから生まれると思いま
す。私どものクラブも野球部が盛んですが、クラ
ブ員の絆が強いです。趣味のクラブを通じてクラ
ブの活性化が図られると感じる次第です。私の挨
拶文の中にも「ロータリーは楽しくなければいけ
ない」と書きました。ロータリークラブというも
のを離れてはいけませんが、それを通して人それ
ぞれ、いろいろな面での楽しみ方があるのかなと
思います。自分が楽しんでいなければ人を誘うこ
とも出来ません。また、ロータリーはこんなに楽
しいものだと一人一人が言えるようになれば、会
員も増えるのではないかと思います。
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