第38回例会

通算 2785 号

2018 年 4 月 10 日（晴れ）第 38 回例会

会員数 123 名

列席多数

出席率 100%

台湾高雄 鳳山西區ロータリークラブ歓迎例会
於：ホテルニューイタヤ（ＰＭ６：30 ～）

地にまでお越しくださいまして、誠にありがとう
ございます。
昨年の 2017 年７月の鳳山西區ロータリークラ

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
ＳＡＡ 大塚会員
◇台湾国歌
◇日本国歌「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

ブ訪問につきましては、残念ながら、会社の業務
の都合によりましていかんともしがたく、欠席と
なってしまいました。誠に申し訳ございませんで
した。
さて、今の時期、桜の花を見ますと、我々日本
人は、何か心浮き立つ気分になり、気持も明るい
心持になってきます。台湾の地ではいかがでござ
いますか。
このような中、貴ロータリークラブとの交流も
２度目となり、今後もこの交流がより確かなもの
となり、また、張 立興会長が、今後とも会員皆
様と共に活躍され、豊かな実績を積み上げられま
すことをご期待いたします。
そして、これから、空に架かる虹のように、互
いのクラブの友好の架け橋を築きあげられますこ
とを信じ、ご挨拶とさせていただきます。

ビジター紹介

辻直前会長

◇来訪ロータリアン
12 名（２クラブ） 累計 26,476 名
鳳山西區扶輪社（鳳山西區ロータリークラブ）
張 立興様（会長）
陳 思明様（ 2007-08 年度パストガバナー）
周 徳次様（幹事／姉妹クラブ委員長）
林 共田様（理事／ＲＣ知識委員長）
吴 專男様（青少年交換／奨学金委員長）
爈様（財務長／青少年交換顧問）
黄
莊 天祐様（理事／服務委員長）
陳 春松様（理事／兄弟クラブ委員長）
楊 仲候様（ＲＣ家庭委員長／撮影委員長）
顔 西成様（公共関係委員会委員長）
ご同行のご家族、関係者の皆様 15 名
宇都宮さつきＲＣ
沈 子庭（シン ツテイ）様（通訳兼）
湯澤 敦史様
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
会長挨拶
田嶋章夫会長
わたくしは、只今ご指名に預かりました、第
2550 地区宇都宮東ロータリークラブ 2017-18 年度
会長の田嶋章夫でございます。本日は、宇都宮の

鳳山西區ロータリークラブ会長挨拶

張 立興会長
親愛なる宇都宮東ロータリークラブの田嶋会長、
会員の皆様、ご家族の皆様、こんにちは。
この度は、貴クラブの例会にお招きいただき感
謝申し上げます。
そして、ここで祝辞を述べさせていただけるこ
とをとても光栄に思います。昨年２月に高雄市と
栃木県が姉妹都市の提携を結んだことを機に鳳山
西區ロータリークラブと宇都宮東ロータリークラ
ブとの交流が始まり、７月 15 日に辻直前会長と
貴クラブ会員の皆様の鳳山西區ロータリークラブ
32 回会長就任式典へのご来訪で双方会員の融和
的交流があり、本日の私達の訪問が叶い、更に熱
烈な歓迎をしていただきました。国際間の相互理
解と平和を推進させるために拭うことのできない

貢献も国際ロータリーの主旨にかなうことであり
ます。
３年後はちょうど鳳山西區ロータリークラブ
35 周年授証式典及び宇都宮東ロータリークラブ
の創立 60 周年に当たり、2021 年度の双方の会長
及び会員による親善訪問を希望しており、これを
機に両ロータリークラブの更なる固い交友関係が
できることを願っております。
最後に貴ロータリークラブの益々の発展と、会
員の皆様、ご家族の皆様、ご来賓の皆様のご健康
を謹んでお祈りいたします。
◇バナーの交換
張会長と田嶋（章）会長とバナー交換
※また、鳳山西區扶輪社より宇都宮東ＲＣ会
員へピンバッチをいただきました。
◇台湾東部地震災害義援金の贈呈
田嶋（章）会長から張会長へ
◇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
◇高野芳裕会員から転勤のご挨拶
※後任は宇野亮治さん

幹事報告

片嶋幹事

◇鳳山西區ロータリークラブの皆様は４月７日土
曜日に日本に到着され、軽井沢、水上温泉、日
光、大平山などを観光されまして、本日２時
30 分に栃木県庁に到着されました。３時 30 分
より当クラブ会員 20 名とともに福田富一栃木
県知事を表敬訪問されました。栃木県公館にお
いて知事が私達を迎えてくれまして、大変歓迎
していただきました。今晩はホテルニューイタ
ヤに宿泊し、明朝東京に移動し、明日、台湾に
帰る予定です。また、テーブルの紹興酒は鳳山
西區扶輪社からのお土産です。
◇鳳山西區ロータリークラブへお渡しした会員一
覧は、個人情報も含まれますので、取扱いにご
注意ください。
◇４月 11 日（火）例会は、第５回クラブ協議会
で４月８日開催の地区研修・協議会報告です。
該当する次年度の理事役員委員長は報告をお願
いします。

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
金子委員
高野芳裕会員
４月からみずほ銀行九段支店勤務となり、
本日が最後の例会出席となります。３年間大
変お世話になりました。ありがとうございま

した。
鳳山西區ロータリークラブの方々
※本日ご来訪の鳳山西區扶輪社の方々から沢
山のスマイルをいただきました。

歓 迎 会
◇開会宣言
姉妹クラブ 冨貴塚眞人委員長
◇ガバナー挨拶
太城敏之ガバナー
鳳山西區ロータリークラブの皆様、この度は
第 2550 地区宇都宮東ロータリークラブへご来
訪いただき誠に感謝申し上げます。昨年、当ク
ラブの会員が多数、貴クラブへ伺った折、大変
な歓迎を受けたことを改めて御礼申し上げます。
行政面で高雄市と栃木県との経済協力の覚書
調印をされた中でのロータリークラブ同士の結
びつきに、これからも固い絆で結ばれることを
期待いたします。
この 2550 地区は栃木県（人口 199 万人）を１
区内に 51 クラブを擁しています。会員数は地
区内に 1750 名。当宇都宮東ロータリークラブ
は 123 名で地区内最大の会員数を誇っています。
産業は、農業、工業、商業、観光業等がそれぞ
れ盛んでありまして、宇都宮地区には内陸型工
業地帯としては国内最大の工業製品出荷額を
誇っている工業団地もあり、農業におきまして
も米、大麦、果物（イチゴ）などの生産等が盛
んであります。
先の３月６日に当クラブの羽石光臣パストガ
バナーがクラブ例会卓話でレジメ「古くからの
友人 まさかの時の友は真の友人台湾」の卓話
いにしえ
を頂きました。このお話は台湾と日本の古から
の歴史や人的な繋がりのお話でありまして、私
達ロータリアンは深く台湾との関係に対して、
感銘と真の友人との絆を感じました。
この度の友好クラブとして、鳳山西區ロータ
リークラブとしっかりと両クラブが結ばれて、
台湾と日本の絆がなお一層深くなることを願っ
てご挨拶といたします。
◇パストガバナー挨拶
羽石光臣パストガバナー
鳳山西區ロータリークラブの皆様、日本の
桜は如何でしたか？鳳山西區ロータリークラ
ブの皆様のご訪問を心から歓迎致します。
私達が昨年７月に 18 名で鳳山西區ロータ
リークラブを訪問した際には、熱烈な歓迎を
受けました。心温まる歓迎をお受け致しまし
て心から感謝しております。
２月６日花蓮地震の時に、日本の安倍総理
大臣は「この困難な時、私たち日本人は古く
からの友人である台湾の皆さんと共にありま
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す。日本として、全力を挙げて支援して参り
ます」とエールを送りました。それに対して、
台湾の蔡英文総統は「まさかの時の友は真の
友、まさにその通りです」と謝意を表明され
ました。
「患難見真情」台湾と日本の双方の友情と
共通の価値観を体現するものでした。
私達はロータリークラブの友好クラブとし
て、お互いの親睦交流を更に深めて、私達の
親睦交流から、青少年達の交流などに発展す
れば良いと思います。
まずは、親睦活動で絆を深めましょう！
◇記念品の贈呈
宇都宮東ＲＣから鳳山西區ＲＣへ
・
「日本酒 四季桜」
・田嶋（章）会長から張会長へお土産
・昨年鳳山西區扶輪社へ訪問した17名の有志
からのお土産
鳳山西區ＲＣから宇都宮東ＲＣへ
・張会長から羽石パストガバナー、太城ガバ
ナー、冨貴塚姉妹クラブ委員長へ

◇アトラクション「木遣り」
宇都宮鳶木遣保存会
※古川会長はじめ５名の方に伝統文化の「木
遣唄」をご披露いただきました。
◇鏡開き
※樽の中味は四季桜
◇乾杯
辻裕司直前会長
乾杯！！！
※辻直前会長からこぼれ話がありました。
林さんは元米山学友の慶応出身で、その時の同
期が船田元さんとのことです。林さん、船田
さんから、「 35 年ぶりの再会、不思議な縁」
との話がありました。
◇アトラクション「歌」
宇都宮東ＲＣ夫人の会
「梅花（メイ ファ）」「上を向いて歩こう」
※壇上には鳳山西區扶輪社のご家族の方々
も上がっていただき、皆様一緒に大合唱！
盛り上がりました。
◇ロータリーソング 「手に手つないで」
◇中締め
副会長 菊地正幸会員
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