第35回例会

通算 2782 号

2018 年 3 月 20 日（雨）第 35 回例会

会員数 123 名

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 金田会員
◇ロータリーソング「我等の生業」
◇本日のランチ
小付 初鰹刺身 御飯 汁
一口ヒレカツサラダ添え 香の物 デザート
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。今日は次年度の理事会が
開催されるとのことです。また、太城ガバナーか
らは公式訪問を終えて、というお話をいただきま
す。今年度もそろそろ終わり、もう次年度の準備
が始まっているという感じがいたしますが、最後
まで気を抜かないで頑張って行きたいと思います。
どうぞ皆様、宜しくお願いいたします。
◇ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）修
了書の授与
太城ガバナーより
五味渕秀幸会員（パートⅡ・Ⅲ）
手塚 正智会員（パートⅠ・Ⅱ・Ⅲ）
◇ＲＬＩ会の参加報告
手塚会員
去る９月 24 日、10 月９日、12 月 23 日の３日間、
１ 日 ６ 時 間、 合 計 18 時 間、 受 け て 参 り ま し た。
当 2550 地区では最終的にバッチがいただけたの
は 13 名とのことでした。ロータリーに関する基
本的な事をはじめ、各々のクラブの奉仕活動につ
いての議論、及び研究をして参りました。宇都宮
東ＲＣは人数が多く、予算もありますので、たく
さんの奉仕事業を行ったと自慢いたしました。朝
早くから山中会員、中村（明）会員がディスカッ
ションリーダーをしていました。スムーズなディ
スカッションが行なえたのは、リーダーのおかげ
かと思います。私も来年度からはディスカッショ
ンリーダーの仲間に入れていただき、出来る限り
のことをしたいと思います。
◇戸﨑会員からご挨拶
父の通夜、告別式に、多くの方々のご参列を賜

列席 97 名

出席率 86.61%

わりまして本当にありがとうございました。

幹事報告

片嶋幹事

◇第 11 回少年奉納相撲大会のご案内
４月７日午前 10 時から蒲生神社にて開催。当
クラブも協賛。スマイルＢＯＸより２万円寄付。
◇神韻 2018 SHIEN YUN 日本公演のご案内
先週の例会で、台湾幸福ＲＣの謝冠園さんが
お話された公演のチラシをレターＢＯＸに配付。

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
羽石光臣会員
2017 年栃木県経営品質賞の知事賞を受賞し
ました。
中村 明会員
３月 18 日、大人の休日ゴルフ会にてまたま
たハンディに恵まれ優勝させて頂きました。
今後もまじめに努力し、ハンディに恵まれた
いと思います。
◇出席委員会
石川委員
＜皆出席表彰・２月分＞
通算 36 年 佐々木 正会員
通算 29 年 宮下
浩会員
通算 29 年 田邉 幅一会員
連続 27 年 五月女大介会員
連続 27 年 末永 義雄会員
通算 20 年 細谷 俊夫会員
通算 16 年 若井
勲会員
通算 12 年 渡邉 有規会員
通算 11 年 炭田 匡利会員
◇親睦委員会
黒澤委員長
・４月１日親睦巨人対阪神戦の観戦ツアーのチ
ケット若干残有り。観戦希望の方はお申し出を。

・４月15日親睦ゴルフ開催。参加希望の方はお
申込みを。
・５月後半親睦旅行の計画有り。是非ご参加を。
◇次年度理事役員会について 手塚次年度幹事
本日、18 時 30 分～ ホテルニューイタヤにて第
２回次年度理事役員会開催。

ガバナー卓話
「ガバナー公式訪問を終えて」

ガバナー 太城

敏之会員

皆さん、こんにちは。ガバナー公式訪問を終え
て、ということで、３年間の思いを語らせていた
だきたいと思います。最初にガバナーノミニー
の指名の話があったのは、2015 年４月 21 日です。
３年の間、ロータリーの勉強をさせていただき、
ロータリアンとして大変成長したと自覚する次第
です。いろいろな人にいろいろなことを教えてい
ただきましたが、特に羽石パストガバナーご夫妻
には夫婦ともども、一から教えていただき、感謝
しております。
2015 年７月１日にノミニーに推挙されて東京
の高輪のホテルで挨拶したことが一番印象に残っ
ています。2016 年７月からはエレクトとガバナー
補佐をやらせていただきました。2017 年１月 15 日、
サンディエゴの国際協議会に行ってきまして、こ
れが大転換の始まりでした。ここで一週間缶詰に
なって叩き込まれて、２月に諮問委員会、運営員
会と立て続けにあり、２月、３月、４月とチーム
研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区協議会とこなして
７月１日にガバナーに就任いたしました。
一番大きな仕事は「公式訪問」で、７月の第１
週に前ガバナーの栃木秀麿パストガバナーがい
らっしゃる足利わたらせＲＣから始まり、約４カ
月間、今年は南から廻りました。公式訪問に関し
て、まず皆さんにお礼を申し上げます。随行委員
として何回もおいでいただいた方もいらっしゃい
ます。51 クラブ、スムーズに廻ることが出来ま
して改めて皆さんに感謝申し上げます。また、今
回、私のテーマの書いてある色紙を、各クラブの
会長さんにお土産として持っていきました。松本
じょ
弘元先生に「恕」という字を色紙に書いていただ
きました。これは論語の孔子の言葉で、弟子の子
貢の「どういう字を持って一生を暮らしたらよい

でしょうか。」という問いに「それは、恕かな。
」
と答えたそうです。自分が人からされたくないこ
とは人にやってはいけない、そういう意味の言葉
のようです。辞書を引くと、人を許しなさいと
か優しくしなさい、という意味があるようです。
ロータリーに寛容という言葉があります。お互い
を許しましょうとか思いやりといった意味なので、
それをテーマにして「恕」の字を書いた色紙を渡
してきました。松本先生にはサービスで書いてい
ただいて本当にありがたく思っています。各クラ
ブの会長さんには非常に喜んでいただきました。
いろいろなクラブを訪問いたしましたので、特
徴あるクラブの話をさせていただきます。特に印
象的なのは鹿沼ＲＣです。現況報告書も非常に素
晴らしく、一番感銘を受けたのが、最後の頁の編
集後記です。「あとからくる者のために 苦労す
るのだ 我慢するのだ 田を耕し 種を用意して
おくのだ」という詩が載っており、この現況報告
書が「あとからくる」未来の会長・幹事の皆様の
お役立に立つ事を願っております。と書いてあり、
非常に詳しく正確に記載されています。理事会の
報告書、運営状況の項目では、いろいろな討議の
内容について記載があり、それを承認する、承認
しないと書いてあります。ここまで書いてあるク
ラブはなかなか少ないです。また、新入会員入会
式の式次第が載っているのですが、開会の辞から
新入会員の紹介、会長の歓迎の挨拶、バッチ授与、
新入会員の挨拶、パスト会長の祝辞、花束贈呈、
記念写真、乾杯と、ちょうど私が公式訪問の時に
式を見せていただきました。15 分位の厳かな入
会式でした。新入会員には１年間、カウンセラー
も付くそうです。友好クラブ、姉妹クラブについ
ても経緯など詳細に記載されていました。こうし
た記録は、本当に後から来る人のためにあると
思いました。鹿沼ＲＣは平均年齢 58 歳位ですが、
若い人たちが活発に動いていて、特に野球が盛ん
で、全国大会で優勝の経験もあるそうです。野球
で若い人も入っているようです。次に岩舟ＲＣの
お話です。栃木と佐野の行政改革で栃木市に入り
ました。町が２分され、20 名位いた会員が４名
まで減ったそうです。４名ではしょうがないから
やめようということで、日本のＲＩ事務局に解散
届けを提出したそうですが、20 名いないと新た
にクラブは作れないので少し続けてみよう、とい
うことで、ＲＩが受理する１時間前に撤回したそ
うです。先日訪問して現況を聞いたところ 12 名
になったとのことです。若い人が多いので、多分
再生していくと思っています。葛生ＲＣはスマイ
ルボックスがすごいです。30 人の会員で 120 万円
位集まっているそうです。スマイルの話になりま
すが、定額制で会費の中に入れているクラブが２
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～３ございました。後は自主的でした。また、金
額は 1,000 円ちょっとのところが多くありました。
第 2550 地 区 は 現 在、1,800 名 弱 の 会 員 数 で
すが３分の２は 65 歳以上です。日本の人口統計
をみますと、2020 年位まではなんとか東京オリ
ンピック等で景気がいいと思いますが、2025 年、
団塊の世代が 80 歳になり、労働力が不足、高齢
化となります。会員数の少ないクラブの話をいた
しますと、2017 年７月の時に会員数が一桁のク
ラブは５クラブありました。今は３クラブになり
ました。増強をするのが不可能と思われる過疎、
限界集落をとおり越していると思われる町のクラ
ブもありました。規定審議会で、例会は月２回以
上で良いということになりましたが、そうしてい
るクラブもありました。行政改革の町村合併で人
数が減ったクラブもあります。非常に厳しい状況
が各地方にございます。
先程、修了書を授与しましたが、ロータリー
リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）が私の年度か
らはじまりました。手塚さんがお話したように、
３日間、１日６時間、合計 18 時間、ディスカッ
ション方式で勉強するロータリーの勉強会です。

非常に参考になります。全国 34 地区のうち 22 地
区が研究会をやっていますが、うちの地区は 21
番目です。始まって１年ですぐ立ちあがったの
は、私のところだけです。これは皆さんのお力の
おかげです。ロータリーの集まりは、お遊びでは
非常に集まりが良く、ゴルフ選手権大会をした時
は 140 名、会員増強親睦ゴルフ大会の時は 100 名
来ましたが、勉強会の時は 40 名位でした。最初
の主旨は、ベテランがディスカッションリーダー
になるのではなく、若い中堅をディスカッション
リーダーとするということで、うちのクラブは山
中さんと中村（明）さんにディスカッションリー
ダーになっていただきました。受講者は毎回 40
～ 50 名で、３回連続の方は 13 名しかおりません
でした。18 時間も勉強すると非常に参考になる
話が出てきます。中味が濃い話です。対象は 51
クラブの次年度の会長、幹事をメインにしていま
すが、参加するは自由ですので、皆様にもご理解
いただいて、機会がありましたら是非参加してみ
てください。
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