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太城敏之ガバナー公式訪問
点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
ＳＡＡ 大塚会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のメニュー
スペシャルディナー

ビジター紹介

会員数 120 名

列席多数

出席率 100%

換及び太城ガバナーから田嶋（章）会長へ松
本宜響先生（松本会員）の書「恕」の色紙を
贈呈。

五味渕会長エレクト

◇来訪ロータリアン
６名（５クラブ） 累計 26,451 名
ＲＩ第 2550 地区ガバナー
太城敏之様（宇都宮東ＲＣ）  
ＲＩ第 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）
地区会員組織委員
石島  洋様（宇都宮ＲＣ）
中村  勝様 内山浩志様（宇都宮陽南ＲＣ）
湯澤敦史様（宇都宮さつきＲＣ）
徳原龍樹様（宇都宮北ＲＣ）
炭田匡利様（宇都宮東ＲＣ）
◇宇都宮東ＲＣ夫人の会の皆様 11 名
◇宇都宮東ローターアクトクラブの皆様 ５名
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんばんは。本日は太城敏之ガバナー
公式訪問です。通常ですと、例会、クラブ協議会
と会議に時間をかけておりますが、本日は地区大
会の打ち上げということでございます。クラブ協
議会につきましては、私からの報告、太城ガバ
ナー、若月ガバナー補佐のお話ということで進め
させていただきたいと思います。その後に、各地
区行事の責任者からご挨拶をいただき、地区大会
の打ち上げを予定しております。
◇バナーの交換
太城ガバナーと田嶋（章）会長のバナー交

新会員紹介

紹介者 片山会員 炭田会員
氏
名 小石 敬信
（こいし たかのぶ）
年
齢 45 歳
事業所名 ロイヤルカントリークラブ
役
職 支配人
職業分類 ゴルフ場
所 在 地 〒 321-0411 宇都宮市宮山田町 1319
電話番号 028-674-3321
ＦＡＸ番号 028-674-4327
推 薦 者 片山幸志会員、炭田匡利会員
※向井会員（ 10/31 退会）の後任
◇バッチの授与
太城ガバナーより今年度入会された方へ
＜今年度の入会者＞
小林 弘治、関
元明、武井
勉、
橋本
統、伊藤 繁幸、飯泉 修一、
小石 敬信 各会員

幹事報告

片嶋幹事

◇ 11 月７日（火）は地区大会の振替休会。
◇松本宜響書展「花蔵院梵字曼荼羅と相縁の書」
の葉書レターＢＯＸに配付。11 月 23 日～ 27 日、
花蔵院にて開催。

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
夫人の会 炭田弘子様
地区大会に三人の孫達が初めての着物を着
る事が出来まして大変喜んでおりました。楽
しい思い出が出来ました。ありがとうござい
ました。改めて感謝致します。
夫人の会 太城廣子様
地区大会も無事に終了となり、本日公式訪
問も最終となり、東ＲＣの皆様には、大変お
世話になりました。感謝の印でスマイルさせ
ていただきました。
松本弘元会員
この度、書道の展覧会を開くことになりま
した。11 月 23 日から 27 日まで花蔵院（けぞ
ういん）で行います。宜しくお願い致します。
小林正明会員
お陰様で本日全ての公式訪問を無事完了で
きました。宇都宮東ＲＣの結束に感謝いたし
ます。ありがとうございました。
ガバナー補佐 若月章男様
今日は太城ガバナーの公式訪問です。宜し
くお願いします。
ガバナー 太城敏之様
今日 10 月 31 日でガバナー公式訪問が終わ
りです。栃木県内東西南北 51 クラブ全部訪
問しました。宇都宮東ＲＣ全会員の協力によ
りまして無事廻る事が出来ました。皆様に深
く感謝申し上げます。
クラブ協議会（第２回）
司会進行 片嶋幹事
・田嶋年度の活動報告と今後の予定について

田嶋（章）会長
本年度につきましては、７月第１例会の認証状
引継ぎ式から始まり、納涼家族会、８月には地区
大会全体打合せ会（第１回）、知事卓話、会員増
強夜間例会、９月には市長卓話、地区大会全体打
合せ会（第２回）
、辻直前会長から鳳山西區扶輪
社訪問の報告、10 月には地区大会全体打合せ会
（第３回）とリハーサル、ＪＲ宇都宮駅職場訪問、
地区大会、ガバナー補佐訪問、そして、本日のガ
バナー公式訪問を迎えております。この間に、作
新大学にはローターアクトクラブの設立、そして
宇都宮東ＲＣ野球部の設立があります。
今後は、宇商マーキュリーインターアクトクラ
ブが６月 29 日の辻年度の時に設立されています
が、その設立報告大会の開催を考えております。
時期としては 11 月末から 12 月頭と考えています
が、学校との調整があり、まだ決定されておりま

せん。鳳山西區扶輪社が４月に来訪されたいとの
ことで、歓迎例会を夜間例会で開催する予定です。
また、先日、ロータリークラブの改定がございま
したので、細則の検討を進めて行く予定です。
会員数ですが、７月１日は 116 名でしたが、本
日 120 名となりました。例会前の会長、幹事、ガ
バナーとの懇談の中では、30 名の増強を目指し
ていただきたいと叱咤激励をいただいております。
皆様のご協力よろしくお願いいたします。
・ガバナーのお話

太城ガバナー

皆さん、こんばんは。１月サンディエゴに行っ
てから、チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区協
議会と、無事に乗り切りました。７月から正式に
ガバナーになり、クラブ公式訪問をして、本日
が最後でございます。51 クラブ全部廻りました。
会員が一ケタというクラブもございまして、増強
の話をしても難しいという状況もありました。事
故も無く廻ることができましたのは、会員の皆様
のおかげだと思います。また、地区大会も青木実
行委員長はじめ、皆様の協力で、無事終了しまし
た。ゴルフ大会は雨の中、早朝から準備にかかっ
ていただき、200 名近い参加者もあまり欠席がな
く行われました。ＲＩ会長代理晩餐会、本会議に
おきましても、雨の中、無事に終わることが出来
ました。夫人の会の方にもお手伝いいただき、皆
様のお支えのお陰で滞りなく終わったということ
は、何事にも代えられないことだと思っておりま
す。深く感謝申し上げます。
こういう機会ですので、私の自己紹介を致しま
す。「タシロ」は太いお城と書きます。250 年位
前から宇都宮に住んでおり、元々商人の家系で、
私が８代目です。高校の頃は野球をやっておりま
した。決勝戦で負けて甲子園に行けず、強い挫折
感があり、今でもトラウマとなって残っています。
強烈な挫折感を味わったことが、今日の私の役に
たっています。仕事で辛くてもあの当時を比べる
となんということもありません。
今回、51 クラブを廻った時に、職業奉仕のイ
ノベーションの話と、なぜ会員増強をしなければ
ならないか、という話をしてきました。地方では
なかなか人が増えないので、宇都宮で増やしま
しょうと。宇都宮東ＲＣでは目標 150 名と会員増
強委員にお願いしております。皆様のご協力をお
願いいたします。
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・ガバナー補佐のお話

若月ガバナー補佐

今日が公式訪問最後ということです。７月か
ら 50 クラブ訪問され、私は第３グループＢの５
クラブでも大変だと思っておりましたが、太城ガ
バナーは心身ともにご健康だなと思うしだいです。
また、３～４人の随行の方と行かれたとのことで、
全員参加で随行を割り振られたということをお聞
きしまして、東クラブさんの団結力、仲間をフォ
ローする力に感動させられました。先程もお話が
ありましたように、今年の初め頃にチーム研修セ
ミナー、ＰＥＴＳ、地区協議会、今年度に入りま
して、地区大会と、東クラブの皆さんの団結のも
とに、見事に役目を果たされておられました。東
クラブの底力を見せつけられたなと思っています。
東クラブは 2550 地区のリーディングクラブだと
感じております。ただ、今年度はまだ８ヵ月残っ
ております。田嶋章夫会長を中心に、ますます充
実したクラブとして地区のリーダーシップをとっ
ていただき、また来年２月にＩＭもございますの
で、お力をいただければと思います。
◇記念撮影

＜夜間例会 地区関連行事お疲れ様会＞
地区幹事挨拶
入江武地区幹事
チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区協議
会、地区大会、公式訪問が辻年度、田嶋年度
の皆様、各実行委員会の皆様、夫人の会の皆様
のご協力のもとに、無事終了する事ができまし
た。先日の地区大会の主賓でお見えになった石
黒ＲＩ会長代理から、「思い出に残る地区大会
でした。」という言葉をお伝えして、お礼の言
葉とさせていただきます。

実行委員長挨拶
・大武功治地区チーム研修セミナー実行委員長
・渡邉有規会長エレクト研修セミナー実行委員長
朝早くから駐車場やホテルイタヤ周辺の道路
まで、皆さん多くの方々にご協力いただきまし
ての開催となりました。ガバナーとなられる太
城エレクトの晴れ舞台を、我が宇都宮東ＲＣ会
員全員が喜び、応援し、必ずや素晴らしい太城
年度を築きあげようとしている姿を 2550 地区
の会長・幹事エレクトの全員の方々にお見せし
たいと考えました。心より、心を込めて、心を
形にして、宇都宮東ＲＣ全員の一致団結した絆
をもって、皆さんのお力でまとめあげることが
出来ました。私の配慮の足りなさで太城エレク
トにご心配や先輩方々にご不安をおかけした
ことも多々ございましたが、常に暖かいご指
導、ご配慮をいただきまして、無事にセミナー
を終了できましたこと、深く感謝申し上げます。
（手紙代読）
・尾野﨑地区研修協議会実行委員長
地区協議会は４月１日に行われました。いろ
いろお伝えしたいことがありましたが、その中
で、司会の宮田さん、アサヒビールさん、作新
大学さん、いろいろご協力いただき、大変あり
がとうございました。１月から準備をはじめま
したが、過渡期に入り、ほぼ１ヶ月仕事が手に
つかなかったのを覚えております。当クラブか
ら準備に 11 名、当日 23 名の応援をいただき無
事終える事が出来ました。ひとえに皆様のおか
げでございます。ありがとうございました。
・青木地区大会実行委員長
10 月 13、14、15 日と夢のような３日間でし
た。会員の皆様、夫人の会の皆様、本当にあり
がとうございました。太城ガバナーという神輿
を担いで、クラブ全体がひとつにまとまったと
いうことが一番嬉しかった成果です。また、11
月 28 日の最終例会で各実行委員からのリレー
卓話という形で報告させていただきます。地区
大会、３日間、ご協力ありがとうございました。
太城ガバナーへ花束贈呈
※プレゼンター ローターアクト
ガバナー挨拶 太城ガバナー
乾
杯 小林利延特別委員会委員長
ロータリーソング 「手に手つないで」
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