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2018 年 3 月 13 日（晴れ）第 34 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「奉仕の理想」
◇本日のランチ 春野菜入り天重

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇来訪ロータリアン
１名（１クラブ） 累計 26,462 名
台湾幸福ＲＣ 国際奉仕委員長 謝
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君

冠園

様

会員数 123 名

列席 91 名

東京大学大学院地球惑星科学博士コースに米
山奨学金を頂いた学友です。その後ロータリー
クラブへ入会しました。今回、ＮＹ発の中国古
典舞踊の「神韻晩會 2018「SHEN YUN」が初め
て宇都宮で開催されるとのことで、宇都宮の
ロータリアンの方々にもお知らせしたい、とい
う気持ちで参りました。
◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン カムニーサイ君

幹事報告
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。先週は陽北中学校、旭中
学校、泉が丘中学校で善行生徒表彰をさせていた
だきました。私は一校しか行けず、後は片嶋幹事
に行っていただきました。私がお邪魔したのは陽
北中学校で、宇都宮北ライオンズクラブと一緒に
参りました。10 年ほど前、私の子供が通ってい
た時は 280 人でしたが今は 210 名ということです。
私の年代では 400 名近かったので、かなり減って
いると思いました。私の住んでいる大工町も子供
が減っている状況で、少子高齢化が現実に進んで
いると感じます。どうしたら良いかは難しいとこ
ろですが、これからも皆さまと一緒に元気を出し
て頑張っていきたいと、改めて感じました。
◇来訪ロータリアン挨拶
 台湾幸福ＲＣ 国際奉仕委員長 謝 冠園 様

出席率 80.90%

片嶋幹事

◇ＲＩ 2550 地区第３グループＡ・Ｂ会長幹事会
（３月６日開催）での報告
第３グループＡ・Ｂの現在の会員数は前回 11
月７日より８名増の 604 名。
◇市内 10 ＲＣ親睦ゴルフ大会のご案内
開催日 ５月６日（日）
会 場 宇都宮カンツリークラブ

委員会報告
◇親睦委員会
山﨑副委員長
＜誕生祝い・３月＞
会員誕生
池田
功、福田 治雄、菊池 宏章、
黒澤 佳樹、五月女大介、佐々木貞雄、
田嶋 章夫、髙野 藤房、田邉 幅一、
田原
聖、山下 大介 各会員
夫人誕生
福田 治雄、入江   武、小篠 一暉、
丸田 勝美、荻原 耕三、相良 浩史、
坂田 早苗、清水 秀修、相馬 克美、
田村 哲男 各会員の奥様

◇スマイルボックス委員会
金子委員
高野芳裕会員
２月 25 日に開催された第 130 回大人の休日
ゴルフクラブで、出場 15 回目で初めて、優
勝することが出来ました。スコアは 97 でし
た。記憶に残る、大変楽しいラウンドとなり
ました。ありがとうございました。
クラブ協議会（第４回）
進行：片嶋幹事 クラブ細則「第５条 第６節」の規定により３
月 11 日に開催された 2018-19 年度国際ロータリー
第 2550 地区会長エレクト研修セミナーの報告を
五味渕会長エレクトよりしていただきます。
「会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）の報告」

会長エレクト 五味渕秀幸会員
皆さん、こんにちは。３月 11 日に 2018-19 年度
ＲＩ第 2550 地区会長エレクト研修セミナーに出
席して参りました。場所はグランドホテルでホス
トクラブが宇都宮西ＲＣです。ＲＩ会長のテーマ
と方針、クラブ会長の役割と責務、クラブ運営に
ついて、次年度地区資金と予算について、公式訪
問について、また 10 委員会の委員長からのお話
があり、その後討論となりました。
2018-19 年度のＲＩ会長はバリー・ラシンさん
でバハマ・ニュープロビデンス島の方です。フロ
リダ大学で保健・病院運営の資格を取得し、37
年間医療機関の委員長を務め、辞めた後は全米病
院会員の生涯会員ということで複数の団体の理事、
委員長を務め、1980 年にロータリーに入会、Ｒ
Ｉ理事を経ていろいろな委員をおやりになられて
います。ＲＩ会長をやる予定だったアフリカの方
に変わり、昨年の８月に急遽、決まったというこ
とです。ＲＩのテーマは“Be The Inspiration”
「インスピレーションになろう」です。我々医学
界ではインスパイアは息を吸うことです。これの
名詞がインスピレーションです。インスパイアに
は他に鼓舞する、激励する、思想・感情を吹き込
む、霊感を与えるというような意味もあるようで
す。ラシンさんは「一番大切なのは、前向きな変
化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気
と希望、そして創造性をもって正面から立ち向か
う意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体か
ら引き出すための「インスピレーション」となる
必要がある。」「ロータリーは、可能性を指し示し、
そこに到達する意欲を引き出し、行動を通じて世
界の「インスピレーションになる」ための道を拓
いてくれる。」とおしゃっています。

2550 地区の 2018-19 年度のガバナーは多氣山持
寶院の僧侶の伊東永峯さん（宇都宮西ＲＣ）です。
７つの地区の方針と目標を受け賜わって参りまし
たので、ご説明させていただきます。
１. ポール・ハリス生誕 150 周年記念事業の実施
ポ ー ル・ ハ リ ス は 1868 年 ４ 月 19 日、 ウ ィ
スコンシン州ラシーンに生まれ、2018 年４月
19 日でちょうど生誕 150 周年になるそうです。
ポール・ハリスが昭和 10 年２月９日に東京Ｒ
Ｃを訪れた時、帝国ホテルに月桂樹の植樹をさ
れ、その月桂樹の４代目が桐生ＲＣの例会場に
あるそうです。それを、宇都宮グランドホテル
のどこかに植樹したいということでした。
２. ロータリー財団への支援
１人当たり 150 ドル。ポリオプラスに 30 ドル
の支援をお願いしたい。
３. 米山記念奨学会への支援
１人当たり 19,000 円の支援をお願いしたい。
４. ロータリーリーダーシップ研究会の推進
一人一人のロータリアンが、自発的に、自覚
を持った話し合いをし、本当のロータリーを理
解することがまず基本的な課題である、とい
うことで、次年度も３回開催されます。パー
トⅠは 2018 年８月 26 日（日）作新学院大学で、
パートⅡが９月 30 日（日）、パートⅢが 12 月９
日（日）です。私自身も参加し、ためになる会
だと思いましたので、積極的にご参加いただけ
ればと思います。
５. １クラブあたり２名の純増目標
51 クラブで 102 名位増えるのでは、とのこと
でしたが、会員の増大はＲＩの目的の一つでは
あるけれど、むしろ会員一人一人の資質の向上
の方がもっと大切だ、ということも言っており
ます。会員増強＝魅力あるクラブ作り＝退会防
止、ということで、魅力あるクラブ作りを心掛
けていただきたいとのことでした。
６. 出席率向上とメークアップの奨励
ロータリーの例会は人生の道場である、まず、
毎週必ず例会に出席することから始まるという
ことです。場合によっては他クラブに知り合い
を作るため、メークアップの奨励を致します、
ということでした。
７. ロータリー会長特別賞を目指しましょう
ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、
インターアクトクラブの皆さまが、ロータリー
会長特別賞の必要項目を達成できるように計画
を立てて下さい、とのことでした。
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