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通算2913号　2021年6月22日（曇り）第39回例会　会員数117名　 

ハイブリッド例会 最終例会（夜間）

点　　鐘　　渡邉 有規会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　伴（誠）会員

◇ロータリーソング「それでこそロータリー」

　※マスクを着用し、心の中で斉唱

◇持ち帰り弁当　前菜　焼物(金目照焼) ロースト

ポーク薄切り　帆立と野菜の煮物 茄子挟み揚物

エビチリ　鯛飯

　　会長挨拶 　渡邉（有）会長

皆様、こんばんは。今日は久しぶりの夜間の例会で、

最終例会と言うことでお許しをいただきました。また

後ほどご挨拶をさせていただきます。今日も、よろし

くお願いいたします。

幹事報告 　田原幹事

◇後期決算の会計処理の都合上、未提出の請求書

は明日までに幹事にご提出を。

◇レターＢＯＸの荷物等はお持ち帰り下さい。

委員会報告

＜皆出席表彰・５月分＞　　　　

　　連続 56年　小林　利延会員

　　連続 38 年　辻　　裕司会員

　　通算 30 年　小菅　庸二会員

　　通算 30 年　川村　壽文会員

　　連続18 年　尾野﨑孝夫会員

　　通算15年　相馬　克美会員

　　通算12年　黒崎　定美会員

◇スマイルボックス委員　　手塚次年度委員長

片山幸志会員　

６月20日開催されました大人の休日ゴルフコ

ンペに於いて優勝しました。

若度哲久会員　

60周年おめでとうございました。関係者の皆様、

大変お世話になりました。

渡邉年度理事役員一同

一年間大変お世話になりました。会員の皆様方

ありがとうございました。

一年を振り返って思うこと

社会奉仕委員会　　　　　　　山中和弥委員長

渡邉会長、田原幹事、一年間ご指導いただきあり

がとうございました。また、理事役員の皆様、会員

の皆様には社会奉仕委員会の活動にご理解ご協力を

賜りありがとうございました。特に、飯泉副委員長を

はじめ、社会奉仕委員会の髙野委員、床井委員、塚

田委員、五月女委員、山﨑委員、上野委員、原委員

には拙い委員長をよくサポートしていただけましたこと

を厚く御礼申し上げます。

渡邉年度の社会奉仕委員会の事業として３つの事

業を行いました。まず、社会福祉法人「恵友会」に

対して、貧困家庭の児童たちへの支援。次に東日本

盲導犬協会に対する支援。そして、一番心に残って

いるのは、60周年記念事業となった、大船渡市へ桜

を送る「花見復活プロジェクト」です。この事業には、

初年度から３年間にわたり、太城パストガバナー、床

井会員とともに最初から最後まで携わらせていただき

ました。大船渡へ泊りで２回、日帰りで４回訪問しま

した。震災から10 年経ちましたが、復興はまだまだ

です。被災した東北には、もっと支援が必要だ、と

いうのが実感です。出来れば、親睦委員会と協力し

て、会員や夫人の会の皆さまと大船渡に行き、植樹

をしたかったのですが、コロナ禍で実現できなかった

ことが残念です。しかし、現地の方と植樹作業をし

て、ふれあい、感謝され、ロータリーって素晴らしい、

と実感しました。ご同行いただきました皆様、ありが

とうございました。

こうして振り返ってみると、自分の人生の中でもの



すごく素晴らしく、意義のある１年間とすることができ

ました。ロータリー万歳です。このような機会を与え

てくださった、渡邉会長、田原幹事と宇都宮東ロータ

リークラブの皆様に感謝を申し上げ、社会奉仕委員

長の挨拶とさせていただきます。一年間、ありがとう

ございました。

姉妹クラブ委員会　　　　　細谷俊夫副委員長

川村委員長所用のため、代わって活動報告をいた

します。宇都宮東ロータリークラブとしましては、台

湾高雄の鳳山西區ロータリークラブと韓国ソウルのＲ

ＯＴＣ－ＲＣの２つのクラブと姉妹クラブを締結して

おりますが、ソウルのＲＯＴＣ－ＲＣとはなかなか思

うように連絡がつかず、現状では交流が滞っていま

す。その中で、鳳山西區ロータリークラブとの交流を

主に行なってきました。とは言え、このコロナ禍の中

では思うようには交流が出来ませんでした。本年度

は、宇都宮東ロータリークラブ６０周年、鳳山西區ロー

タリークラブ 35周年の記念すべき年度ではございま

したが、お互いのクラブの周年式典に出席することは、

残念ながら出来ませんでした。しかし、１月の鳳山

西區ロータリークラブ 35周年では、渡邉有規会長の

直筆の色紙に花束や、姉妹クラブ締結の冊子や記念

品を添えて送ることが出来ました。なお、姉妹クラブ

締結記念の冊子作成では、会員有志の皆様のご協

力を頂きました。ありがとうございました。また、先

週行なわれました当クラブの60周年式典には、鳳山

西區ロータリークラブより、お祝いのメッセージに添

え、花やハット、記念誌等の記念品を贈っていただ

きました。

最後に、コロナ禍の中ではございますが、姉妹ク

ラブ委員会としましては、鳳山西區ロータリークラブ

との交流を続けて参りたいと思っていますので、ご協

力よろしくお願いいたします。また、鳳山西區ロータ

リークラブの交流に必要と思い、台湾語の勉強会を

開催しておりますので、ご興味のある会員の皆様には

是非ご参加ください。

青少年奉仕委員会　　　　　　松山　栄委員長

皆さん、こんばんは。青少年奉仕は３つの委員会

があります。

・青少年奉仕委員会

今年度の活動として、宇都宮市東地区３中学校の

善行生徒に表彰状と記念品を渡すことが出来ました。

渡邉会長の直筆のメッセージも作っていただき、善

行生徒総勢18 名、生徒には直接渡すことは出来ませ

んでしたが、校長先生から卒業式の前日に渡してい

ただきました。

・インターアクト委員会

インターアクトに関しましては、国際交流として例年

恒例の台湾地区と2550地区の台湾研修交流がありま

したが、今年度は中止となりました。また、インター

アクトでずっと続けている行事の足尾の植樹ですが、

例年ですと地区が主催をしますが、コロナ禍のため、

各インターアクトクラブが単独でやるかどうか、各ク

ラブで検討、ということになりました。当クラブから

宇商マーキュリーインターアクトクラブに打診しました

ところ、是非やりたい、ということでしたので、宇商

インターアクトクラブ、総勢 41名が２台の大型観光バ

スで参加しました。費用については、原委員の絶大

なる協力を得まして、滞りなく足尾の植樹ができました。

・ローターアクト委員会

ローターアクトは、例年ですと、対面の例会で月２

回行ないますが、今年度はすべてＺｏｏｍでのオン

ライン開催でした。しっかりと月２回のオンライン開

催を今でも行なっています。主だった活動としまして、

11月に、当クラブが提唱しているローターアクト、イ

ンターアクトの３アクトクラブで、バンバ通りと二荒山

神社周辺の清掃奉仕活動を致しました。唯一の社会

奉仕活動ということになってしまいました。

次年度に向けて、このコロナの中、何よりも青少年

が一番望んでいる奉仕活動が対面で出来る事、これ

をいち早く勝ち取ること、皆さんの協力のもと出来る

ことを願うしだいです。一年間お世話になりました。

職業奉仕委員会　　　　　　鈴木　明委員長　

渡邉会長、田原幹事、会員の皆様、一年間お力

をいただきましてありがとうございました。

職業奉仕といたしましては、このコロナ禍の中、行

事として、優良警察官表彰の一つしかできませんでし

た。職場訪問も考えていましたが、それも実現出来

ませんでした。他に何が出来るのか、「四つのテスト」

を一つ一つ考えて行くと自ずと職業奉仕が浮かんでく

るのですが、なにしろコロナ禍の中、表に出られな

いということで、やることが見つかりませんでした。コ

ロナが少しでも収まり、動けるようになれば、次年度

の職業奉仕委員長の方には、是非、表に出て、いろ

いろな奉仕活動をやっていただきたいと思います。一

年間ありがとうございました。

Ｒ米山記念奨学会委員会・Ｒ米山記念奨学会

学友委員会　　　　　　　　　片嶋常隆委員長

　渡邉会長、田原幹事、大変お世話になりました。

また委員の皆様、大変お世話になりました。特に奨

学生のカウンセラーを務めていただきました平野会員、

辻会員、お世話になりました。ありがとうございました。

コロナ禍でなかなか寄付の呼びかけが出来ませんで

したが、それでも、多くの会員の皆様から特別寄付

を頂戴いたしました。この場を借りて御礼申し上げま

す。

委員会の活動としましては、10月が米山月間でした

が、10月はコロナの方も少し落ち着いていた時期で、
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順調に活動が出来たのではないかと思います。地区

の長委員長をお招きして、奨学会についての卓話を

頂戴いたしました。奨学生二人にも近況報告をして

いただきました。また、10月には、奨学生の誕生日

会ということで、食事会も開催することができました。

その後は活動が出来ない時期もありましたが、３月に

はソク ピセット君の卒業のお祝い、送別会を開催す

ることが出来ました。ピセット君は東京の大きな建設

会社に勤めることが出来ました。今、一生懸命働き

出したところだと思います。

また、2021年度に、白鴎大学の台湾の学生さんを

当クラブがサブ世話クラブとして受入れることになっ

ています。世話クラブは足利東ロータリークラブです。

サブ世話クラブとしてどのような支援が出来るか、次

年度の委員会にお任せしたいと思います。一年間お

世話になり、ありがとうございました。

ＳＡＡ　　　　　　　　　　　　谷田部修ＳＡＡ

皆さんこんばんは。ＳＡＡは赤いたすきを着けて、

会場監督という大変ものものしい名前の委員会では

ありますが、主に例会の司会進行と、会場に皆様方

を笑顔でお迎えするということを心がけて一年間やっ

てまいりました。ご存知の通り今年はコロナ禍という

ことで、例会のほうもイレギュラーな形が続きました。

本日も、本来であればお酒を酌み交わして最終例会

ということだったと思います。また、ホテルニューイタ

ヤさんのご協力を頂きながら、感染状況に合わせた

会場設営をしてまいりました。おかげさまで、宇都宮

東ロータリークラブから感染者が出たという話は聞い

ておりません。その点では本当に良かったと思ってい

ます。

最後になりますが、ご協力いただいた会員の皆様

方、そして、ＳＡＡの皆様には本当に良く支えていた

だきました。以上で委員長の最後の挨拶とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

プログラム委員会　　　　　　　床井光雄委員長

渡邉会長の熱い想いを背中に負いながら、一年が

過ぎました。本当に皆様には暖かいご支援をいただ

きましてありがとうございました。

振り返りますと、１月には例会を中止せざるを得な

い状況がありましたが、その後、理事会、田原幹事、

ＳＡＡの想いも一緒に受けながら、せめて、リモート

からはじまろう、ということで、２月にはリモート例会

を開催しました。大変心配しましたが、今はリモート

併用例会があたりまえになっています。４月からは外

部卓話をお願いしました。教室型の席で、お弁当は

持ち帰り可能、という形でスタートしました。今日は

はじめて円卓にして、お弁当の持ち帰りはできますが、

本当に夜間で集まれるのだろうか、誰も来ないので

はないか、と心配しました。そんなことを思いながら

一年が過ぎてまいりましたが、今年一年、渡邉会長

が一番ご心配されたと思います。とにかく、リアルと

バーチャルが交錯し、アクセルとブレーキを踏みなが

ら進んできた一年のような気が致します。

先週の60周年記念式典の例会では、東ロータリー

クラブ60 年の歴史をかみしめながら、先輩方の背中

を見せていただき、そして、新たに４名の会員が仲間

になりました。過去から未来へ繋がっていく、そんな

東ロータリークラブであります。来月からは倉井会長

のもと渡邊幹事、そして金子プログラム委員長指導の

もとに進むわけでありますが、また、新たな色を出し

ていただいて新たなスタートを切っていただければと

思います。応援しております。一年間ありがとうござ

いました。

幹事挨拶　　　　　　　　　　　　田原聖幹事

皆様、こんばんは。旭年度から引き継ぎましてスター

トした渡邉年度でございますが、コロナも徐々に落ち

着くものと思っておりましたが、まったくの思い違いで

ございまして、各委員長のお話にもありましたとおり、

納涼、職場訪問、年忘れなど、恒例の事業は中止と

なり、いろいろな奉仕活動も中止となってしまいまし

た。また、後期の予算審議を書面で行なう等、記憶

に残る年度となったのではないでしょうか。そのよう

な難しい状況の中で、知恵を絞っていただき、安全

に奉仕活動を行なっていただきました各委員長様に

は、本当に御礼を申し上げます。床井プログラム委員

長、谷田部ＳＡＡとは何度も打ち合わせを重ね、な

んとか例会を設営することができました。副ＳＡＡの

方 、々本当にありがとうございました。また、私を助

けていただきました、手塚、飯泉、飯村副幹事にも

御礼申し上げます。手塚筆頭副幹事にすぐ相談する

ことができ、的確な助言をいただけたこと感謝してお

ります。事務局にも手助けいただきました。クラブの

先輩方にいろいろ教えていただけたこと、応援の言葉

をいただけたこと、本当に嬉しかったです。皆様の期

待に答えられるような運営が出来なかった事、多 あ々

るかと思いますが、どうかお許し下さい。

渡邉会長は本当に多忙な方ですが、一度も休まず

ご出席いただきました。会長のスケジュール確保も大

事な仕事です。会長からは会長幹事は一心同体と何

度もおしゃってくださり、幹事の失敗は会長の失敗と

し、会長の功績はすべて幹事の功績とする方でござ

いました。大変な年度を乗り越えられたのも会長の

大きな心とリーダーシップのおかげで、私も命をかけ

て頑張ることが出来たと思います。本当にありがとう

ございました。次年度ですが、渡邉会長は、第３グルー

プＢのガバナー補佐を務められます。

本当に伝統ある宇都宮東ロータリークラブのそして、

渡邉年度の幹事をやらせていただき、光栄に思って

おります。幹事を経験させていただき、大きなものを



得た気がいたします。これからもクラブのため、そし

てクラブの奉仕活動を必要とする方のために一生懸命

頑張っていきたいと思いますので、皆様、どうぞよろ

しくお願いいたします。一年間本当にありがとうござ

いました。次年度の倉井会長、渡邊幹事により、宇

都宮東ロータリークラブがますます一丸となりまして

発展すること、そして新型コロナウイルスの早期収束

を祈念いたしまして幹事の挨拶とさせていただきます。

会長挨拶　　　　　　　　　　渡邉有規会長

今日は最後の会長挨拶となります。只今、各委員

長そして幹事からお話をいただき、この１年間、幹事

とは２年間になりますが、走馬灯のように流れてまい

りました。先週は、60周年記念式典も開催すること

ができました。羽石式典長、太城記念式典実行委員

長、小林特別委員長に素晴らしいご挨拶をいただき

まして、感激を致しました。実行委員会の渡邊副委

員長、そして委員の皆様、幹事副幹事、SAA 副 SAA

多くの方のご努力をいただきました。そして、クラブ

会員全員の心からのご協力により、品位高く、爽や

かでおおらかに開催されたことへ、改めて、心より感

謝申し上げます。ありがとうございました。

第 58 年度五味渕年度の会長指名委員会より選考

されて２年と10 カ月が経とうとしております。思い起

こせば、五味渕年度の会長指名委員会委員長の同級

生だった故田嶋章夫君に、８月の暑い日にイタヤホテ

ルに呼び出され、太城パストガバナーとお二人でお話

をいただきました。宇都宮東ロータリークラブの会長

はとても出来ない、と思ったのですが、１時間あまり

の太城パストガバナーの説得力のあるお話に、いつ

のまにか「考えてみます。」と応えていたのを今でも覚

えています。その時、田嶋章夫君は「俺も手伝うから、

大丈夫だ！」と言っておりましたのに、先に旅立って

しまいました。

太城パストガバナーや、髙野パスト会長にお力をい

ただいて、田原聖幹事という盟友をいただき、力強く

前に進む大きな勢いをいただきました。田原幹事に

は、長い間一生懸命頑張っていただき、感謝申し上

げます。本当にありがとう。田原幹事がいなければ、

第 60 年度はなかったと、そう思っています。そして

理事・役員、会計幹事、副幹事、副ＳＡＡ、各委員

会の委員長、多くの方々にお力を頂戴しました。

新たなる方針と実行を計画するも、新型コロナウイ

ルスの拡大によりなかなか前に進まない、ということ

もございました。しかしながら、先程発表がありまし

たが、それぞれの委員長がそれぞれの専門的な知識

を結集して、一つ一つ、出来ることを最大にやってい

ただいたということで、改めて御礼申し上げます。皆

様のおかげで、一年間、活動ができました。

私共の年度も旭年度と同じように、この１月、２月

の例会は中止せざるを得なくなりました。例会を中止

する、例年の行事を無くす、というのは、断腸の思

いです。幹事と共に、悩み、苦しみ、考えていくこと

が、一番の私共の仕事でもあったかもしれません。

ポール・ハリスの「ロータリーは時に革命的でなけ

ればならない。今がまさにその時だ。」そして、森本

ガバナーの「機会をとらえて進化し、より強くしたた

かに適応力を高めよ」「変化を恐れずに　前へ進んで

いくんだ」という言葉をいつも思い出しました。この

コロナによって、革命的に変革、実行してきたと思い

ます。コロナは、あえて言えば我々に、成長・変化と

いう機会の扉を無理やり押し開き、新しき世界への

挑戦を余儀なくさせたのではないかと思います。私た

ちのこの第 60 年度の年度方針は、『誇りと感謝、そ

して繋ぐ新しき未来へ』でした。この一年間、多岐

にわたる変化がございました。幾つか挙げさせていた

だくと、

１．最年少幹事が、全力で活躍して、新たなる風を起

こした。

２．理事役員15名中60%の９名が在籍10年未満。副幹

事、副ＳＡＡと共に30代40代の若いクラブ会員の

やる気の原動力となった。

３．納涼家族例会、年忘れ家族例会、新年会、職場訪

問等無くなったが、クラブの活動を続けるため、会

員皆が一枚岩で頑張ってきた。

いろいろ苦労して会場も設営し、宇都宮東ロータ

リークラブからコロナにかかった方が出なかったこと

も、私達のクラブの大きな功績ではないかと思って

います。この結束が、渡邉60年度から倉井61年度

に、新しき未来へ繋がる原動力になっていくと思いま

す。会長幹事、理事役員、いろいろな困難や悩みも

ありましたが「私達がやらなければ、誰がやる！」そ

んな思いになりました。大きな外部環境の機会や脅

威を理解して、新しき未来にロータリーの価値を創造

し、あるべき姿の意味と行動を未来に繋げていきた

いと思います。

第60年度会長方針は、感謝と誇りです。その感謝

は、まさに今、会員の皆様と共におられることの私の

感謝の心です。誇りとは、まさに今、皆様と共に、宇

都宮東ロータリークラブの会員として胸を張って明日

を見つめることができる、私と皆様の心であると思

います。このコロナの中、心合わせて一つになって、

やっと今日に至りました。明日から、また、私も一会

員として、頑張ってまいります。皆様全員への本当に

大きな感謝を胸に、会長最終挨拶を終了させていた

だきます。一年間、ありがとうございました。
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