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宇都宮東ロータリークラブ創立60周年記念式典　

田原聖幹事

会員の皆様のご協力を頂きまして、60周年記

念式典を迎える事が出来ました。事前の準備や

本日も早い時間からご準備頂きました皆様に心か

ら感謝申し上げます。会長、幹事精一杯考えて

準備しましたが、行き届かない部分はロータリー

の友情に免じてお許し下さい。もし、お叱りを頂

く場合は幹事までお願い致します。

渡邊和裕次年度幹事

創立 60周年おめでとうございます。渡邉会長、

田原幹事、実行委員の皆様お疲れ様でした。

　　式　　辞　

宇都宮東ロータリークラブ　渡邉有規会長

いよいよ、本日、皆様と共に、創立 60 周年記

念を迎えることが出来ました。今年度は、第 60 期

の年度方針として「誇りと感謝、そして繋ぐ新しき

未来へ」と掲げさせていただきました。60 年の永

き伝統を持ち、誇り高き会員が揃う宇都宮東ロー

タリークラブは、多くの委員会が専門家集団を織り

なし、在籍 56 年から 40 代、30 代の若い会員ま

で幅広く、職業も多岐にわたります。そして何より、

私達は、第 2550 地区で何年も一番目に多い会員

数を誇り、一枚岩で築き上げている元気で爽やか

で明るいクラブでございます。その栄えあるクラブ
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点　　鐘　　渡邉 有規会長　

司　　会　　ＳＡＡ　谷田部 修会員

◇国歌「君が代」

◇ロータリーソング「四つのテスト」　

　※マスクを着用し、心の中で斉唱

◇60周年記念特製弁当　初夏の彩り御膳

ビジター紹介　　　　倉井章会長エレクト

※入会式出席の新会員のお名前の読み上げ

委員会報告

◇スマイルボックス委員　　　岡田孝司委員長

渡邉有規会長　

本日、待ちに待った「宇都宮東ＲＣ創立 60周

年記念式典が開催されることとなりました。皆様、

誠にありがとうございます。そして、おめでとうご

ざいます。

倉井　章会長エレクト　

創立 60周年おめでとうございます。会員の皆

様に感謝するとともに、61年目の新たなスタート

を皆様と迎える事が出来ます事を嬉しく思います。

次年度もよろしくお願い致します。



の一員であることに、常に自信を持って、そして誇

りを持って胸を張っております。

この 60 周年記念式典は、伝統と誇りを築き上げ

ていただきました先輩方々に心から感謝し、そして

第 61期へ「新しき未来へ繋ごう」という思いでござ

いました。クラブは1961年１月９日にＲＩ加盟認証

を受けましたので、1月に盛大に式典をしたいとい

う思いが深くございましたが、コロナが猛威を振る

い緊急事態宣言となり、何度も変更を余儀なくされ

ました。田原幹事や理事役員、皆様ともお話をさ

せていただきながら、このような形式で式典を開

催させていただくこととなりました。皆様には、こ

の一連の過程の中で、大変にご迷惑、ご心配をお

かけいたしました。しかし、この 60 周年にかけた

熱い想いは、会長、幹事、理事役員、そして皆様

もなんら変わってはございません。60 年の伝統と

誇り、ロータリアンの方々への感謝の心を、前会員

にお渡ししたいところですが、代表して、第 50 年

度からの歴代会長方々、そして、永きにわたる歴史

を築いていただきました永年在籍会員の先輩方々

へ、感謝状をお贈りさせていただきます。

私達は、また改めて、胸を張って堂 と々未来を

見つめてまいります。このコロナの中で、多くの戸

惑い、困難もございましたが、しっかりと新しい価

値を、皆様と共に創造していけたと自負しておりま

す。多くの議論があり、大きな嵐もあった。その後、

空は素晴らしい爽やかでおおらかな晴天となり、ま

た、かぐわしい香りに満ちた空気に世界は満たされ

ます。これこそ、ホルガー・クナークＲＩ会長の言

われる「ロータリーは機会の扉を開く」と、私は改

めて感じます。今こうして、宇都宮東ロータリークラ

ブの一致団結、絆一つにて迎えた本日、心より皆

様への感謝を申し上げ、改めてここに、宇都宮東ロー

タリークラブ創立 60 周年記念式典の開催を宣言さ

せていただきます。

挨　　拶

「周年に思う」　

創立 60周年記念式典　実行委員長　

太城敏之会員

2020-21年、宇都宮東ロータリークラブは、創立

60周年を迎えました。人間でいえば還暦にあたりま

す。しかし、コロナウイルス禍の中では盛大にお祝

いも出来ず、残念な気持ちで一杯です。それ以上に

渡邉有規会長はじめ、理事・役員の方々には、くや

しく残念無念の気持ちでありましょう。世界的なコロ

ナウイルスのパンデミックがあったと、宇都宮東ロー

タリークラブの長い歴史の中に、その1ページが刻

まれます。我々の宇都宮東ロータリークラブは、多

くの先輩が創立以来培って来た伝統・文化がありま

す。こんなコロナウイルス禍に負けずに前進し、発

展していくのみです。本日は、ガバナーはじめ、栃

木県知事、宇都宮市長、諸先輩方、また、夫人の

会、ローターアクト、インターアクトの皆様にご臨席

を頂き、盛大に開催したかったのですが、通常例会

を60周年記念式典として行なわせていただくことに

なりました。何卒、会員の皆様におかれましてはご

理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

さて、私事ですが、私が入会しましたのが、小林

利延会長年度の30周年記念の1990 年でした。40

周年の2000 年に石綱会長のもとで幹事を務めまし

た。2010-11年度の 50周年記念の時は、会長の大

役を務めさせて頂き、幹事は倉井次期会長で SAA

は渡邉有規現会長でした。2011年１月に 50周年記

念祝宴を盛大に行なうことが出来ましたが、式典

の数日前に、辻由兵衛パストガバナーが亡くなりま

した。クラブの偉大なリーダーを失った事が、大き

な出来事として記憶に残っています。また、2011年

３月11日に未曾有な想像を絶する東北大震災が起

きました。地震による津波では 2万 2000人余の方

が亡くなり、原子力発電所も被害に遭い、今日でも

苦しんでいます。大地震の後、世界中のロータリー

クラブ、また、日本の全ロータリアンが大々的な援

助の手を差し伸べました。宇都宮東ロータリークラ

ブは大船渡西ロータリークラブへの援助をしました。

例会場が津波に流されたため、例会の開会に必要

な点鐘の鐘、国旗、ロータリー旗、演台一式を寄

贈しました。３月の寒い東北地区、大船渡の地獄絵

を何回も見て来ました。60周年記念事業の一環とし

て、大船渡市の市民に桜の花見をして貰うとの事で、

３年計画で180 本の桜を植樹しました。大船渡市

長からも感謝状を頂き、一部の公園では花見が始ま

りました。

その後の出来事としては、2017-18 年田嶋章夫会

長の年度に不肖私太城が 2550 地区、当クラブでは

４人目のガバナーに就任し、１年間皆様と苦労した

ことが鮮明に記憶に残っております。私自身におい

ても大変名誉なことと感謝しております。また、田

嶋章夫さんが病で亡くなったことは痛恨の極みであ

ります。姉妹クラブとして、SEOUL ROTC-ＲＣ以外に、

台湾の鳳山西區ロータリークラブとの交流もはじまり

ました。
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最後にこの様な歴史の中、宇都宮東ロータリーク

ラブは未来に向かって次の70周年、80周年と進ん

でいかなくてはなりません。コロナウイルス禍の出来

事を負の遺産にしないでプラスになる様考えていき

たいと思います。2011年のような大震災がこの先 30

年の間に70 ～ 80％の確率でおこる可能性があると

言われています。ウイルス等のパンデミックや大震災

に備えて、宇都宮東ロータリークラブ自身で未来基

金を創るべきと思い、最後に、皆様にご提案申し上

げて60周年記念のご挨拶と致します。

「我がクラブの過去・現在・未来」

創立 60周年記念式典特別委員会

委員長　小林利延会員 

今から30 年前の１月、宇都宮東ロータリークラブ

は創立 30周年式典を開催いたしました。当時会長

を務めさせていただいていた私に、その後のクラブ

の変遷について話すように、という要請がございま

したので、お話申し上げます。

創立 30周年記念式典は、当時、会長を務めさ

せていただいた私にとっては、大変重要なポイント

でございました。1991年（平成３年）１月20日午

前10 時、当ホテル、ニューイタヤにおいて式典は開

催されました。この日は、その後の世界を変えてし

まった日でもありました。アメリカがイラクに戦争を

仕掛けたことを、時差の関係で、当日の朝知りました。

私は、予定していた原稿を飛ばし、ぶっつけ本番で、

「これから世界は変わる。この時、ロータリーは何

をしたらいいのだろうか。」とお話した記憶がござい

ます。

創立 30 周年のあの頃は、在籍者127名、出席

率は 95％、地域一の出席率を誇りました。30周年

記念式典も、創立会員であるパスト会長の方々が率

先して準備に加わり、私達を引っ張っていただきま

した。様々なノウハウを伝えてくださいました。また、

渡辺知事、増山市長はじめ来賓７名、地区内パスト

ガバナー21名、県内全クラブの会長幹事もお呼びし、

44 名のご列席を得ました。会員家族も参加、このイ

タヤの会場を埋め尽くし、恒例によって午前11時か

ら１時間、式典が挙行されました。

それから30 年、コロナ禍が誰彼となく、差別な

く襲いかかってくる時、創立 60周年式典がこのよう

な形で行なわれたことに、ある種の感慨を禁じ得ま

せん。クラブ全体の協力が少なくなり、曖昧なビジョ

ンの式典が行なわれるかと思いました。しかし、執

行部の良識がこれを回避させたのです。その結果、

私達特別委員会が３年前の五味渕年度に指名を受

け、旭年度を通じて計画をたててきたコロナ対応策

の４つのプランから、記念式典を例会の形で行なう

方法が採用され、今日の日を迎えたことになります。

私事ながら、コロナの引きこもりの日々を、２年

がかりで書き上げた本を、この機会に皆様に配らせ

ていただくことが出来ましたのは、大変幸いなことと

思っています。お読みいただければ幸いです。

この創立 60周年記念式典の先には何が待ってい

るでしょうか。新しい執行部がロータリー精神の灯

火を掲げ、公正な人事でクラブ運営を目指せば、地

区内最大の会員数を要する我がクラブが派閥も無く、

全員一致団結し、力強く前進していくことと思います。

今後の益々の発展を期待してご挨拶とさせていただ

きます。

黙　祷

秋元吉博副会長

中村 恭三 会員　2010 年８月16日　ご逝去

辻 由兵衛 会員　2011年１月17日　ご逝去

齋藤  芳晴会員　2011年２月19日　ご逝去

小花 一夫 会員　2014 年７月27日　ご逝去

小尾 英二 会員　2014 年 12月15日 ご逝去

飯泉 幸雄 会員  2017年４月26日　ご逝去

田嶋 光男 会員  2018 年９月26日　ご逝去

田嶋 章夫 会員　2020 年７月13日　ご逝去

皆藤 美實 会員  2021年２月20日　ご逝去

堀井 毅名誉 会員 2020 年９月10日　ご逝去

－　黙　祷　－

祝電披露・お祝いの言葉

ＲＩ第2550地区ガバナー　森本敬三様

（代読 田原 聖幹事）

創立 60周年おめでとうございます。宇都宮東ロー

タリークラブ創立 60周年を迎えられるにあたり、一

言お祝いのごあいさつを申し上げます。

宇都宮東ロータリークラブ様は、今日まで 60 年

もの永きにわたり、国際ロータリーの推進する奉仕

活動並びに地域社会との関わりを通して、目覚まし

い発展を遂げられました。このことは会員の皆様の

ロータリーへの熱い情熱とチームワーク、そして何よ

りもご家族様のご理解とご支援があればこそと思い

ます。

今年度、渡邉会長様はクラブの目標を「誇りと

感謝、そして繋ぐ新しき未来へ」と掲げられました。



コロナ禍にも関わらず、前向きにクラブ運営をされ、

持続可能な奉仕活動においてリーダーシップを発揮

されており、会員同士の価値観を醸成され、会員の

皆様と共に活発なクラブ活動を推進されております。

ホルガー・クナークＲＩ会長は「ロータリーは機会

の扉をひらく」と世界のクラブに対しテーマを掲げま

した。今、世界は新型コロナウイルス感染症で疲弊

し、困難な状況となっていますが、ロータリアンは

あらゆる機会をチャンスと捉え、奉仕の扉を開く事

を大切にしています。「四つのテスト」や「目的」そ

して「中核的価値観」がこの試練を乗り越えるため

の原動力となるものと思います。

また、国際ロータリーではクラブに対して、今後

５年間のビジョンとして「私たちは、世界で、地域社

会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化

を生むために、人々が手を取り合って行動する世界

を目指しています」と掲げております。

コロナ禍で大変な時ですが、このビジョンと共に

目標達成のために頑張っていただきたいと存じます。

宇都宮東ロータリークラブ創立 60 年は一つの節

目でありますが、奇しくも今年度は日本にロータリー

クラブが設立されて100 年という節目の時でござい

ます。どうか皆さま、ロータリーの理念を胸に、さ

らに一層の創意工夫をもちまして、柔軟性あるクラ

ブ運営をしていただき、地域社会でのリーダーシッ

プを発揮していただきまして益々発展されます事を

ご期待申し上げます。

結びに、貴クラブの益々のご繁栄と渡邉会長様を

はじめ、会員の皆々さまのご多幸をご祈念申し上げ

お祝いの言葉といたします。

・ＲＩ第3510地区 鳳山西區ロータリークラブからの

お祝いメッセージ披露（動画）

ＲＩ第 3510 地区　鳳山西區ロータリークラブ

社長　易祥智　様　

宇都宮東ロータリークラブ渡邉会長及びクラブメ

ンバーの皆様、ご家族の皆様、こんにちは。貴クラ

ブ 60周年記念にあたり、まず、会員皆様とご家族

の「平安健康」と「萬事如意」をお祈り申し上げます。

今年度、渡邉会長は創立 60周年の会長、私は

創立 35周年の社長に就任し、喜ばしい限りです。

心よりお祝い申し上げます。2019-20 年度に両クラブ

が姉妹クラブの締結をして、今回、お互いに訪問して、

盛大に祝賀をしたかったのですが、コロナの収束が

出来ない中、それはかないません。近い将来に望み

を託しましょう。貴クラブから、当クラブ創立 35周

年（2021/2/23）にあたり、貴重な DVDとお土産の

記念品を届けていただき、誠にありがとうございまし

た。貴クラブ 60周年にあたり、当クラブ 35周年記

念品のレジャー帽子を会員の皆様へ、ジャケットを

幹部の方へお贈りいたしました。

最近、台湾は、コロナウイルスの感染も拡大し、

厳しくなってきました。例会も規制され、休会するこ

ともあります。早くコロナが収束するように祈念いた

します。そして、両クラブがお互いに協力し、それぞ

れのクラブ、コミュニティ、社会により良い福祉を貢

献できますよう、邁進していきましょう。

最後に貴クラブの今後の「社運昌隆」と「平安如

意」をお祈り申し上げます。

ＲＩ第3510地区　鳳山西區ロータリークラブ

国際服務主委　林共田　様　

皆様、こんにちは。今日、60周年を迎えられる

貴クラブに心からお祝い申し上げます。新型コロナ

ウイルスの感染拡大が一日でも早く終息することをお

祈り申し上げます。どうぞ、皆様、お体をお大切に。

※式典壇上のお花は、鳳山西區ロータリークラブか

ら贈られました。

新会員　入会式

渡邉会長から新会員へバッチの授与

田嶋　宏章会員　

菊池　信寿会員

渡辺　純一会員

郡司　公生会員

歴代会長表彰　（2011年度～2020年度）

田原聖幹事　

渡邉有規会長より感謝状の授与

2010-11年度 第 52代 太城　敏之会長

2011-12 年度 第 53 代 髙野　藤房会長

2012-13 年度 第 54 代 坂田　早苗会長
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　　　（代理　坂田年度 副幹事手塚会員）

2013-14 年度 第 55 代 若度　哲久会長

2014-15 年度 第 56 代 入江　　武会長

2015-16 年度 第 57代 末永　義雄会長

2016-17年度 第 58 代 辻　　裕司会長

2017-18 年度 第 59 代 田嶋　章夫会長

　　　　　（代理　ご子息 田嶋宏章会員）

2018-19 年度 第 60 代 五味渕秀幸会長

2019-20 年度 第 61代 旭　　英幸会長

　　　（代理　旭年度幹事 山中和弥会員）

永年在籍会員表彰（30年以上）

渡邊和裕実行副委員長

渡邉有規会長より感謝状と記念品の授与

在籍 56 年 小林利延会員

在籍 49 年 伴　　清会員

在籍 43 年 小菅庸二会員 宮下　浩会員

在籍 42 年 佐々木正会員 羽石光臣会員

在籍 41年 八城光男会員

在籍 38 年 青木格次会員 辻　裕司会員

在籍 34 年 入江　武会員 鳥居利一郎会員

在籍 33 年 田邉幅一会員

在籍 32 年 野口忠男会員 小篠一暉会員

 福田治雄会員 川村壽文会員

在籍 31年 髙野藤房会員

在籍 30 年 太城敏之会員 塚田宗雄会員

 末永義雄会員 五月女大介会員

※代表で小林利延会員が授与

特別表彰

渡邉有規会長より小林利延会員へ感謝状の授与

創立60周年のお祝いとして、小林利延会員著『微

闇星びあんのほし』を会員全員へ贈呈したことによる。

※その他、渡邉会長から事務局に勤続10年皆勤と

して感謝状と記念品が授与されました。

記念品について　渡邊和裕実行副委員長

 ・60周年記念品　ペアタンブラー

 ・帽子（鳳山西區ロータリークラブより）

 ・『微闇星びあんのほし』小林利延会員より

 ・創立60周年記念式典次第

※袋の中身の説明

閉会の挨拶

創立 60周年記念式典　式典長　羽石光臣会員

「過去から現在そして未来へ」と想いをはせました、

宇都宮東ロータリークラブ創立 60周年記念式典が

無事終了致しました。宇都宮東ロータリークラブの

会員の皆様の奉仕の心のお蔭です。有難うございま

した。

60 年間にわたり先輩各位より受け継がれて参りま

した伝統や文化を確認することは大変に有意義なこ

とであります。

宇都宮東ロータリークラブは明日に向かって常に

前進して行かなければ、クラブの存在価値が薄れて

しまいます。ロータリークラブも「奉仕の理念」であ

ります、「最もよく奉仕する者　最も多く報いられる」

が伴わななければ、只の奉仕団体か親睦団体です

ので、これからも会員同士の親睦を深めながら、「奉

仕の理念」の実践に努力して参りましょう！

本日は大変おめでとうございました。

点　　鐘　　渡邉有規会長


