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2019-2020年度　国際ロータリーのテーマ

通算2842号　2019年7月2日（晴れ）第1回例会　会員数124名　列席101名　出席率90.00%

第1回例会

点　　鐘　　旭　英幸会長　

司　　会　　ＳＡＡ　田原　聖会員

◇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

メンチカツサラダ添え　小付　煮魚　香の物　

味噌汁　御飯　デザート

ビジター紹介� 菊地正幸副幹事
　

◇来訪ロータリアン　

1名（1クラブ）　累計26,533名

　宇都宮陽東ＲＣ� 川名　悟様

◇宇都宮東ローターアクトクラブ

　　阿久津　朝美様

�

認証状引き継ぎ式

　　五味渕前会長から旭新会長へ

感謝状並びに記念品の贈呈

　　旭会長から五味渕前会長へ

　　旭会長から手塚前幹事へ

新会員　認証式及びバッチの授与

� 紹介者　相馬会員　

氏　　名� 小尾　　功

� （おび　いさお）

年　　齢� 43歳

事業所名� おび歯科クリニック

役　　職� 院長

職業分類　歯科

所 在 地　〒321-0112　宇都宮市屋板1114-10

電話番号　028-680-4182

推薦者　金澤　正英会員、五月女大介会員

��������※故小尾英二会員の御子息

　　　会長挨拶� 旭　英幸会長　

只今、五味渕会長から、国際ロータリーの認

証状を受け取り身の引き締まる思いであります。

2019-20年度宇都宮東ロータリークラブの会長

を仰せつかりました旭英幸です。一昨年会長指

名委員の方から会長に推挙され、伝統ある宇都

宮東RCの会長をお引き受けしたわけではあり

ますが、不安と心配で、自信を持って会長とい

う大きな役を成し遂げられるか随分と悩みまし

た。しかし、昨年より五味渕会長のもと、エレ

クトとしてロータリークラブのことを勉強させ

て頂きました。まだまだ未熟ですが、会員皆様

のご協力、そしてお助けを願いつつ一年間無事

に会務執行を考えております。何卒宜しくお願

い致します。

◇（R）米山記念奨学会より表彰

＜米山功労者＞　

　マルチプル　　辻　裕司会員（4回目）

新ＳＡＡスタッフ紹介� 田原　聖ＳＡＡ　

金田、佐藤（周）、山下、伊藤、田原で務めさ

せていただきます。委員会報告等がある場合は、

例会の3日前までにご連絡、お願いいたします。

幹事報告� 山中和弥幹事　

◇ロータリーレート　７月は１ドル108円。

◇7月1日現在、当クラブの会員数124名。6月

末宮田和彦さん退会。武井勉会員転勤で後任

の方が入会予定。

◇7月9日例会は日下田ガバナー補佐ご出席のも



と、第1回クラブ協議会開催。理事役員、全

ての委員長、入会3年未満の会員は必ずご出席

を。

◇「2019-2020年度の一年交換学生募集要項」が

きております（県内に居住又は県内の高校に在

学している高校一年生及び二年生が対象）。交

換は地区と地区の交換ですから、応募方法はガ

バナー事務所に直接申し込みとなります。

◇地区より　「第15回�日韓親善会議」の案内

　9月28日「仙台国際センター２F大ホール」に

て開催。参加希望の方は、7月16日迄に事務局

へご連絡を。

委員会報告

◇スマイルボックス委員会　　　丸田勝美委員　

旭年度�SAA一同

一年間よろしくお願い致します。

旭年度理事・役員一同

いよいよ旭年度スタートです。今年度も行

事が盛りだくさんで大変やりがいがあります。

充実したロータリー活動をめざして取り組ん

でいきたいと思います。会員の皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。

松山　栄会員

宇都宮東RCのローターアクト委員会委員

長を前年度より引き続きガンバッテやらせて

いただきます。よろしくお願いします。

宇都宮90ＲＣ　川名　悟様

今日はローターアクト阿久津朝美さんをお

連れしました。よろしくお願いいたします。

片嶋常隆会員

6月23日、大人の休日ゴルフにおきまして

パートナーと多大なハンディに恵まれて優勝

する事ができました。ありがとうございます。

◇親睦委員会� 山本修一委員

＜誕生祝い・7月＞　　

会員誕生
今泉　臣夫、金澤　正邦、菊地　章浩、
清水　秀修、轟　　宗雄、豊田　悦孝、
上野　初雄、渡邊　和裕、渡邉　有規
各会員
夫人誕生
橋本　　統、稲見　京二、小石　敬信、
倉井　　章、黒崎　定美、中村　　明、
大塚　　稔、五月女大介、佐藤　　周、
炭田　匡利、田邉　幅一、若度　哲久、
吉田　恭平
各会員の奥様

卓　　　話

　「今年度会長方針」

� 旭　英幸�会長　

本年度当クラブの目標は、「伝統から未来へ

の礎」と考えております。来年の渡邉年度は当

クラブ60周年の節目であります。私は1994年

11月、片嶋年度に入会させて頂きました。翌年、

伴年度の35周年35名の入会者を目の当たりに

して随分勢いのあるクラブと感動いたしました。

また太城パストガバナーの50周年の行事を拝

見して、宇都宮地域のリーダーとなりうるクラ

ブと大いに衝撃を受けたものでした。このよう

な偉大なロータリークラブに入会でき、そして

今回会長に拝命されて誠に光栄に感じておりま

す。私自身微力ではありますが、会員皆様のお

力を拝借してさらにこのクラブが大きくなれば

と願っております。

先日PETSに出席し、本年度RI会長マーク・

ダニエル・マローニーの本年度のテーマは

“Rotary� connects� the� world�”�「ロータリー

は世界をつなぐ」とのことです。彼は、現在の

ように分断された世界をいかに平和に結びつけ

るか、そして未来への繋がりを訴えております。

この言葉をどのように解釈するか、私はロー

タリークラブができた経緯を考え、先日第3グ

ループIMでの寸劇を拝見しました時、常に意

見の違いがあることに気が付きました。如何に

そのことを打破するかで、互いに認め合い信頼

することを学びました。このことが地域そして

人との交流の第一歩であると考えております。

ロータリークラブは皆さんご存知のごとく、

米国で1905年ポールハリスが提唱し、4人の若

者が互いの職業を優位にするために集い、奉仕

の輪の考えを広げたといわれております。日本

では1920年、米山梅吉、福島喜三次によって

設立されました。来年で100年という年月を経

ております。わが宇都宮東RCは先ほど申し上

げたとおり60年です。したがって本年度はい

かに引き継ぐか、実のある次年度の礎となる大

事な年度であります。私は現況報告書で当クラ

ブが設立された前年、1959 ～ 1960年のRIの

テーマを確認いたしました。それは「生気を与

えよ、身につけよ、友愛の橋を架けよ」でし

た。その時のガバナーは、ハロルドT・トーマ

スです。私は、「生気を与えよ」とは、クラブ

を大きくするために会員を増強し、社会への奉

仕を考え、公共イメージを強くする事と考えま

す。「身につけよ」とはロータリアンの職業倫

理を高めてロータリーの活気をつけることです。

「友愛の橋を架けよ」は、会員同士の友好を深
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める事に努力することです。当クラブとして

は韓国ソウルROTCとの姉妹クラブの再構築や、

台湾高雄の鳳山西區RCとの交流を深めていく

ことです。特に辻パスト会長が井戸を掘ってい

ただいた鳳山西區RCとの姉妹クラブ締結も予

定に入っております。今年度、川嶋ガバナーも

RI会長マローニーも若い人、今後ロータリアン

になりうる人を育てるよう話しております。と

くに今回の世界大会には全世界から多くのロー

ターアクトが出席していたそうです。

今日のように国際化、グローバル化となる時

代、今年度の一つの目標として、グローバル補

助金の取得を予定しております。グローバル補

助金の6つのテーマのうちの1つ、母子保健に

力を入れて行きたいと思います。日本では子供

の死亡率は低いですが、他国ではまだまだ高い

ようです。未来のローターアクト、そしてロー

タリアンの増加に少しでも寄与できればと思い

ます。私の年度でと考えておりますが、何とし

てでも次年度に速やかに譲渡できるようがんば

ります。

また、最近、例会の出席が少なくなっており

ます。ロータリークラブそしてロータリアンに

は3つの義務があるそうです。一つは、会費を

納めること、次にロータリーの友を読むこと、

そして例会に出席することです。出席すること

で、会員同士の繋がりができ、さらに会員増強

にも発展すると考えます。今年度は例会を愉快

に楽しくできるよう努力致します。会員増強で

生気を与え、他クラブとの連携を深くするよう

に致します。昨今ロータリークラブが、地域社

会に如何なるものであるかを、我々には広げる

義務があります。せっかく公共イメージ委員会

があります。そこでロータリーの公共イメージ

を上げるためにはマスコミへの働きかけが必要

です。ロータリーの友を読むことで、世界のク

ラブの活動内容が鮮明となります。当クラブで

もロータリーの友への発表をお願いしたいです。

そのことによりロータリークラブの職業人とし

ての有意義さを広めて、さらに会員の増強にも

連携していくとも考えております。

そして、川嶋ガバナーの提案している青少年

奉仕の育成にも、力を注ぎたいと考えておりま

す。当クラブにはローターアクトクラブ（RAC）、

インターアクトクラブ（IAC）、そして作新学院

大学のRACもあります。2550地区にはRACの活

動がいかに希薄か、何とか会員を増やし有意義

な青少年育成を、委員長を中心に是非頑張って

もらいます。先日、作新大学RACの3周年の式

典に出席致しました。作新学院大学のRACは留

学生が多いようですが、彼らの前向きな姿勢に

は驚かされました。先ほど申した「友愛の橋を

架けよ」をまさに物語っております。そのこと

が次世代に向けたロータリアンをと考えており

ます。また本年度は10年ぶりに交換留学生を、

台湾の16歳男子高校生を受け入れることとな

りました。日本の文化を身につけてもらい、自

国にもどり再来日して次世代ロータリアンの意

識を持っていただくよう計画し、RAC、IACの交

流の場を作りあげたいと考えております。

また不幸にも親から離れた子供達への援助も

考えております。矢板にあります社会福祉法

人恵友会ピーチさくら市学習支援事業に援助

を、すでに社会奉仕委員会で始動しております。

RAC、IACの学生と共に子供への学習支援も考え

ております。青少年の色々な人や、同級とのつ

ながりは、世界とのつながりにもなることを期

待します。

伝統から未来への礎というと、私共、獨協学

園の大先輩であります、医師で俳人の水原秋櫻

子の「礎は　ゆるがずひばり　あがりけり」と

いう俳句があります。今までの多くの諸先輩が

作りあげてきた基礎を守り、その基礎を土台と

して、60周年また更に70年100年と続くよう、

宇都宮東ロータリークラブが飛躍するよう、全

身全霊をかけた奉仕を私自身考えております。

是非会員の皆様のご協力をお願いいたします。

最後に私自身の紹介を致します。私は北海道

で出生し父が公務員であったため、札幌、秋田、

仙台、東京で暮らし昭和49年栃木県宇都宮市

に流れ着きました。その後人生の三分の2を宇

都宮で暮らしております。人は故郷をどこに思

うか、土地、そして両親と考える方もいると思

います。私はすべての生活した場所を故郷と思

います。25年前、宮下、青木パスト会長の推薦

により当クラブに入会させて頂きました。私の

心のふるさとがもう一つ増えたようであります。

「故郷は遠くにありて思うもの」でなく、現実

にかかわりある場所や人々が故郷と思います。

1年間会長をお受けして、また一つ会長という

心のふるさとにしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。


