
通算2795号　2018年7月3日（晴れ）第1回例会　会員数123名　列席88名　出席率76.58% 

第1回例会

点　　鐘　　五味渕秀幸会長　

司　　会　　ＳＡＡ　鈴木　明会員

◇国歌「君が代」

◇ロータリーソング「四つのテスト」

◇本日のランチ

小付　刺身　特製メンチカツ 御飯　汁

香の物　デザート

ビジター紹介 稲見京二副会長
　

◇来訪ロータリアン　

３名（１クラブ）　累計26,482名

第2550地区第３グループＢ

ガバナー補佐　橋本正行様（宇都宮陽東ＲＣ）  

　宇都宮陽東ＲＣ 佐貫直通様

 鈴木修司様

認証状引き継ぎ式

　　田嶋（章）前会長から五味渕新会長へ

感謝状並びに記念品の贈呈

　　五味渕会長から田嶋（章）前会長へ

　　五味渕会長から片嶋前幹事へ

　　　会長挨拶 五味渕秀幸会長　

皆さん、こんにちは。本日未明、サッカーの

ワールドカップ、日本対ベルギーをご覧になっ

た方も多いと思います。非常に良い試合でした。

本日は、新年度、第１回目の例会です。会長

を拝命いたしました五味渕でございます。田嶋

年度の時に、理事役員会に出席させていただき、

それなりに準備をしてきたつもりですが、まだ

まだ足りないことばかりです。この一年間、皆

様の暖かいご指導、ご鞭撻、そしてご協力をお

願い申し上げまして、なんとか重責を果たした

いと思います。

また、本日例会終了後、第2550地区第３グ

ループＢの橋本正行ガバナー補佐出席のもと第

１回クラブ協議会を開催致します。各委員会の

委員長様のご協力を申し上げまして、挨拶と致

します。

ガバナー補佐挨拶　

 第３グループＢ／ガバナー補佐　橋本正行様　

皆さん、こんにちは。第３グループＢのガバ

ナー補佐を務めます橋本正行です。所属は宇都宮

陽東ＲＣです。親クラブは宇都宮東ＲＣというこ

とで、最初に訪問することになりました。緊張も

ありますが、ガバナー補佐としての役目を果たし

たいと思います。

昨年度、陽東ＲＣの25周年の記念式典を行

なうことが出来ました。当時の田嶋会長、宮田

副幹事にご出席いただき、そのお礼も含めて当

時の会長の鈴木と実行委員長の佐貫が一緒に参

りました。25周年を迎えられましたのも、親ク

ラブの皆様方のご支援ということで改めて感謝

申し上げます。引き続きよろしくお願いいたし

ます。また、ガバナー補佐としましても、皆様

方のご支援を賜りますようお願いしたいと思い

ます。

新ＳＡＡスタッフ紹介 鈴木　明ＳＡＡ　

ＳＡＡの鈴木（明）、副ＳＡＡの細谷、山本、

小林（弘）、秋元の５名で進めさせていただきま

す。１年間よろしくお願いいたします。



幹事報告 手塚正智幹事　

◇ロータリーレート　７月は１ドル110円。

◇７月１日現在、当クラブの会員数123名。

◇本日、例会終了後、第１回クラブ協議会。橋本

ガバナー補佐ご出席のもと、３階平安の間で開

催。理事役員、全ての委員長、入会３年未満の

方は必ずご出席を。

◇来週、７月10日（火）の例会は伊東永峯ガ

バナーの公式訪問。通常より早めのご来場を。

ジャケット、ネクタイ、太城パストガバナーか

らのエンブレムの着用を。例会終了後は炉辺会

合（14時30分終了予定）。理事役員、全ての委

員長、入会３年未満の方は必ずご出席を。

◇今年度ガバナー月信用ファイルが届きました。

　※次週例会時に配布

委員会報告

◇スマイルボックス委員会 荻原耕三委員長　

橋本ガバナー補佐

五味渕会長、手塚幹事、会員の皆様、一年

間よろしくお願いいたします。

佐々木貞雄会員

６月に娘に子供が生まれました。今年に

なって２人目の孫です。

入江　武会員

文字通り６月末日をもって地区幹事の役目

を無事、終了しました。皆様、心よりお礼申

し上げます。

五味渕年度理事・役員一同

一年間、宜しくお願い致します。

◇米山記念奨学会委員会 吉高神 渡委員長　

レターＢＯＸに特別寄付の募集についてのチラ

シを配布しました。毎月第２例会時に受付を設置

します。千円からでもよろしくお願いします。

卓　　　話

　「今年度会長方針」

 五味渕　秀幸 会長　

私の後ろに“BE THE INSPIRATION”（インスピ

レーションになろう）の垂れ幕がありますが、こ

れは、バリー・ラシンＲＩ会長が掲げたテーマ

です。また、第2550地区伊東永峯ガバナーは、

「ポールを語ろう…それは一人のインスピレー

ションから始まった」と述べ、７つの地区方針と

目標を掲げました。去る３月11日の会長エレク

ト研修セミナー（ＰＥＴＳ）に出席し、“BE THE 

INSPIRATION”という言葉を初めて聞いたのです

が、各テーブルで、どう解釈するのだろうと議論

になりました。私は医療が仕事なので、INSPIRE

（名詞はINSPIRATION）は息を吸うこと、RESPIRE

（名詞はRESPIRATION）が息を吐くことなので、

呼吸に関することと思っていたのですが、久しぶ

りに英和辞典を引きますと、呼吸に関することは

一番最後で、霊感、ひらめき、素晴らしい思いつ

き、人を鼓舞する、激励するという意味がありま

した。ひらめき、素晴らしい思いつき、という前

向きな言葉と理解いたしました。ひらめきという

ということでは、白熱灯や蓄音機を発明したトー

マス・エジソンの言葉の中に、「天才は１％のひ

らめきと99％の汗である。」とあります。天賦の

才が占める割合は１％に過ぎない。失敗を成功に

結びつけるような発想や情熱を持った人が天才と

いうのだ、と言っています。現在、世界のロータ

リアンは120万人とも言われています。その間に

は紆余曲折があったと思いますが、ポール・ハリ

スがそのひらめきでロータリークラブを創設し、

ちょうど生誕150周年記念にあたります。もう一

度原点にかえってよく考えてみようと、伊東ガバ

ナーは述べておりました。

当クラブの方針と目標として、会員増強、奉仕

活動、親睦活動、例会の４つの課題について述べ

させて頂きます。

１．会員増強

次々年度、当クラブは創立60周年になります

が、それまでに会員数を150名にしようという目

標があります。また現在、当クラブの会員の平均

年齢は63.8歳で、65歳以上の割合は53.7%です。

田嶋年度で40歳未満の方の年会費の軽減措置が

なされましたが、やはり、若い人を入れなくては

いけないということになります。また、当クラブ

では趣味の会がいろいろございますので、加入し

て、親睦を深めていただければと思います。もう

一つ、新会員の勧誘用パンフレットを新しく作り

直すべきだろうと思っております。

２．奉仕活動

社会奉仕活動の一つとして、ＲＡＣや夫人の会

の協力を得て、養徳園での夏の花火大会や冬のク

リスマスプレゼントを継続して取り組みたいと思

います。宇商マーキュリーでの足尾の植樹も取り

組みたいと思います。青少年奉仕活動としてＲＡ

Ｃ、ＩＡＣの若い方々の人材育成に積極的に取り

組めればと思います。また、大船渡市地内に桜の

苗木を植樹、寄贈して、お花見の復活を目指す奉

仕活動に取り組んでいければと思います。

３．親睦活動

新会員の親睦・交流の促進のために、ロータ

リー情報委員会と協力して長期計画検討委員会

（パスト会長会）との懇親会を年に数回開催しま

す。例会の座席も何回か変えていただき、会員相
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互の親睦・交流増進に努められればと思います。

４．例会の充実

より楽しく充実した例会にするために、多彩な

卓話者に来訪をお願いしたいと思います。

最後になりましたが、次々年度60周年を迎え

るにあたり、そろそろ特別委員会の準備もしなけ

ればいけないと思っています。

ガバナー補佐卓話

 第３グループＢ　ガバナー補佐　橋本正行様　

まず、ガバナーとガバナー補佐の違いを確認し

ておきたいと思います。宇都宮東ＲＣは今までに

４名のガバナーが輩出されたと聞いております。

現在、太城直前ガバナーと羽石パストガバナーが

おられまして、本当は細かいいろいろな事はパス

トガバナーにお聞きになればいいのかな、と思う

のですが…。ガバナー補佐というのは簡単に言う

と、ガバナーとそれぞれのクラブの間に入り、情

報を伝達したり、ガバナーにいろいろなことを伝

えることです。難しい質問をされても、ガバナー

ではありませんので、私は答えることは出来ませ

ん。ただ、ガバナーを補佐するというのは、地区

の方針、目標を遂行できるように各クラブと協力

して、各クラブが効率的なクラブ運営が出来るよ

うにサポートしていくことです。伊東ガバナーか

ら、「クラブ協議会はガバナー補佐がやりなさい。

クラブの強み、弱み、何かお手伝いすることがあ

れば、報告してください。」ということでござい

ますので、伊東ガバナーに伝えたいことがありま

したら、クラブ協議会でお話を聞かせていただけ

ればと思います。

先程、五味渕会長から、今年度の宇都宮東ＲＣ

の活動方針、目標についてお話いただきました。

五味渕会長は、伊東ガバナーの地区の方針、目標

を十分ご理解していただけていると安心をしてお

ります。会員増強は先程、60周年には150名とい

うことでした。当宇都宮陽東ＲＣにつきましては、

太城直前ガバナーが公式訪問の時に、会員増強の

方が多数お見えになり、気合を入れてくださった

お陰で、８名入会することが出来ました。何かが

ないと人は動かないと思いますので、60周年に

は150名が達成出来ますように、ガバナー補佐と

していろいろご協力させていただきたいと思いま

す。来週、ガバナー公式訪問がございます。伊東

ガバナーより地区の方針、目標についてお話があ

ると思いますが、その前に、私の方から少しだけ

お話させていただきます。

ロータリークラブは一人のインスピレーション

から始まったということで、その一人というのは

ポール・ハリスということです。ガバナー補佐の

研修の時にいただいた本が、「ロータリーへの道」

と「ポール・ハリス語録」で、「これを読んでく

ださい。」と言われました。「ロータリーへの道」

はポール・ハリスの生い立ちから、シカゴで作っ

てロータリーがどのように発展していったか書い

てあります。「ポール・ハリス語録」はいろいろ

な奉仕活動の中でお話したことが書いてあります。

語録につきましては、五味渕会長にもお渡しして

ありますので、一年間を通じて生誕150年という

ことも含めて、ポール・ハリスにつきまして何ら

かの形を継続してやっていただければと思います。

鈴木ガバナー年度（2012-13年度）の月信にポー

ル・ハリスの生い立ちからロータリーの原点、本

質が描いてありますので、見ていただければおわ

かりになると思います。生誕150周年の記念事業

をやるということは伊東ガバナーの大きなことで

すが、一年間を通して、ロータリーとしての思い

をもう一度ロータリアンの皆様に感じていただく

ことが伊東ガバナーの本質だと思います。

クラブ運営につきましては、2014-16年、地区

研修リーダーの羽石パストガバナーの「元気なク

ラブ運営を目指して」があります。「元気なクラ

ブとは効果的で活気あるクラブです。会員基盤を

維持し拡大する、地元地域並びに他の国々の地域

社会において奉仕プロジェクトを実施し成果をも

たらす、資金面及びプログラムの参加を通じて

ロータリー財団を支援する、クラブレベルを越え

てロータリーにおいて奉仕出来るリーダーを育成

する。」ということです。宇都宮東ＲＣの皆様方

には十分ご理解していただけていると思っており

ます。

私が考えるロータリアン、というわけではない

のですが、1999 ～ 2000年の第2800地区の藤川享

胤パストガバナー（鶴岡ＲＣ）の言葉が、ロータ

リアンとしての私の中に非常に入ってきます。そ

れは、「ロータリアンの矜持」という言葉です。

矜持は、プライドと言ったほうがよいでしょうか。

ロータリアンとしてのプライドはなんですか、誇

りとはなんですか、ということが書いてある文章

が会員寄稿の中にありましたので、ちょっと読ま

せていただきたいと思います。

「ロータリーは成人教育の最も優れた実験場で

あり、ロータリーの第一の目的は、親睦と奉仕を

通じて人を育てることにある。クラブの価値は、

そのクラブがいかなる人材を育てたかによって計

られる。それ以外何があるであろうか。」という

言葉です。伊東ガバナーも地区の方針、目標の中

に「例会は人生の道場である。」と書いてござい

ます。藤川パストガバナーは最後に、「信頼出来、

敬愛出来る仲間と切磋琢磨し、我が心を育み、職

業を通じて高い倫理観を養い、社会に貢献しよう

という本来あるべき姿のロータリアンに戻るべき



であります。」というを言っておりました。やは

り我々はロータリアンとして、矜持というかプラ

イドをもっていろいろ活動していくことが必要と

思っています。また、量とともに質も高めていっ

ていただいて、「ロータリーとは何？」と問われ

ましたときに、「とにかく素晴らしい」と、我々

一人一人から伝えて行けるように、そういうロー

タリアンに、私はなりたいと思っています。ロー

タリアンのプライドをもってこの一年間やってい

きたいと思います。

今年度、伊東年度が円滑な運営が出来ますよう

に、地区の方針が達成出来ますように、そして宇

都宮東ＲＣがさらに発展いたしますようにご祈念

申し上げましてガバナー補佐の言葉とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

クラブ協議会（第１回）

ガバナー補佐訪問　

ガバナー補佐挨拶 

 第３グループＢガバナー補佐　橋本　正行様

先程会長からクラブ運営の全体像についてお話

がございました。クラブ協議会では委員会ごとに

報告をしていただきます。皆様方のご意見は、ガ

バナーに届けさせていただきます。

司会進行　五味渕秀幸会長　

＜各委員長から2018 ～ 19年度事業計画の報告＞

 ※2018 ～ 19年度 現況報告書に記載有り

クラブ奉仕委員会 稲見京二 委員長

出席委員会 轟　宗雄 委員長

スマイルボックス委員会 荻原耕三 委員長

会報・雑誌委員会 吉田恭平 委員長

 代理　稲見クラブ奉仕 委員長

ソーシャルメディア委員会 青木格次 委員長

 代理　稲見クラブ奉仕 委員長

会員選考委員会 金澤正英 委員長

 代理　稲見クラブ奉仕 委員長

プログラム委員会 田原　聖 委員長

会員増強委員会 相馬克美 委員長

職業分類委員会 床井光雄 委員長

 代理　辻　裕司 委員長

親睦委員会 大塚宏一 委員長

ロータリー情報委員会 片嶋常隆 委員長

職業奉仕委員会 渡邊和裕 委員長

社会奉仕委員会 山中和弥 委員長

国際奉仕委員会 谷田部修 委員長

ロータリー財団委員会 谷田部修 委員長

姉妹クラブ委員会 黒崎定美 委員長

 代理　手塚正智 幹　事

青少年奉仕委員会 小林正明 委員長

ローターアクト委員会 松山　栄 委員長

インターアクト委員会 小林正明 委員長

Ｒ米山記念奨学会委員会 吉高神渡 委員長

Ｒ米山記念奨学会学友委員会 吉高神渡 委員長

公共イメージ委員会 田嶋章夫 委員長

会場監督（ＳＡＡ） 鈴木  明 理　事

会計 川村壽文 理　事

 代理　手塚正智 幹　事

「ガバナー補佐講評」 橋本正行ガバナー補佐　

歴史あるクラブですので、中味等々については、

私の方から何も申し上げる事ができません。ただ、

東ＲＣの他に４クラブ預かっておりますので、そ

の方にも情報を提供したいと思いますので、幾つ

かお話をお聞かせください。

橋本ガバナー補佐

出て来られない会員の方へ、どのようなアプ

ローチをして出て来てもらいますか？

轟出席委員長

楽しい例会作りをしてアプローチしていきた

いと思います。ドクターの方等はお忙しく、な

かなか来られませんが、夜間例会等は出席いた

だいていますので、そういう機会を出来るだけ

増やしていきたいと思います。

橋本ガバナー補佐

新しい会員が増えますと研修が重要になって

くると思います。研修部門はありますか？

五味渕会長 

入会３年未満の会員へはロータリー情報委員

会を中心に勉強会を開き、好評を得ています。

片嶋ロータリー情報委員長

勉強会では、羽石パストガバナーにスライド

や小冊子を使ってロータリーに関する勉強をし

ていただいています。また、親睦委員会で歓迎

会を開き、先輩方からいろいろな情報を教えて

います。

橋本ガバナー補佐

退会防止についてはどのような対策をしてい

ますか？

相馬会員増強委員長

当クラブには趣味の会というのがあります。

趣味の会に出て親睦・交流を深めていただけれ

ばと思います。

五味渕会長 

転勤による退会は、如何ともし難い部分もご

ざいます。

橋本ガバナー補佐

地区目標の中でロータリー財団への支援に一人

当たり150ドルとポリオプラスに30ドル、米山記

念奨学会には一人当たり19,000円をお願いして

いますが、これについてはいかがでしょうか。

－ 4－



－ 5－

五味渕会長

米山については、吉高神米山記念奨学会委員

長から話しがありましたが、今年度、特別寄付

の受付を設けお願いしたいと思います。

手塚幹事

財団ですが、年会費とともに少し徴収してい

ます。

橋本ガバナー補佐

地区目標の中にＲＬＩの推進がありますが、

これについてはどのようになりますか？

手塚幹事

当クラブでは、山中委員、中村（明）委員、

今年度から私がディスカッションリーダーとし

て参加させていただいております。その他、次

年度会長の旭会長エレクト、昨年１回行けな

かった五味渕会長が今年度聴講に伺わせていた

だきたいと思います。

橋本ガバナー補佐

ガバナーにお伝えしたいことはありますか？

小林（明）青少年奉仕委員長

ローターアクトが手薄と毎年感じております。

新しいクラブをガバナー指導で作っていただき

たいと思います。インターアクト、ローターア

クトをもっていないクラブを中心に働きかけて

いただければと思います。

橋本ガバナー補佐

伊東ガバナーにお話させていただきたいと思

います。

小林（明）青少年奉仕委員

インターアクトから高校を卒業した後に「こ

ういうことをやっていきたいのだがどこでやっ

たらよいですか。」と聞かれます。現インター

アクターの要望もあることを合わせてお伝えい

ただければと思います。

※その他、手塚幹事から2018-19年度送金カレン

ダーの中の2019年規定審議会協力金の分類に

ついて質問がありました。

手塚幹事

以上をもちまして2018-19年度クラブ協議会を

終了させていただきます。

＜会報の記載についてお詫びと訂正＞

田嶋年度第47回会報に記載の誤りがありまし

た。お詫び申し上げますとともにご訂正よろしく

お願いいたします。

訂正箇所

　２頁右23行目　パストガバナー→パスト会長


