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通算2917号　2021年7月27日（曇り）第4回例会　会員数112名　 

第4回例会

リカの医学誌「ニュー・イングランド・ジャーナル・

オブ・メディシン」に21日に掲載された研究結果に

よりますとファイザー製のワクチンを２回接種した

場合、症状を伴う感染を防ぐ有効率がインド型のデ

ルタ株に対しては88％、イギリス型のアルファ株は

94％、また、アストラゼネカ製ではデルタ株は67％、

アルファ株は75％と、いずれも有効性が確認されて

おります。今後、クラブ内の接種率も考えながら例

会の運営の方も検討していきたいと考えております。

話は変わりますが、少しでも例会に参加してい

ただこうと思いまして、８月の第一例会より太城パ

ストガバナーが会長の時に行なっておりました、毎

例会時に一人の会員の３分間スピーチを復活させた

いと思います。ご自分の職業や趣味など、内容は何

でもけっこうでございます。スピーチをされた会員

が次の会員を指名する方式で行ないたいと思います。

まず、トップバッターは渡邊（和）幹事からお願い

します。

本日は夫人の会の横堀会長がお見えになっており

ます。13時30分より夫人の会の定期総会があり、羽

石パストガバナー、太城パストガバナー、私と、渡

邊幹事が出席いたします。また、この後、13日に

続きまして、各委員会の事業計画の発表となります。

よろしくお願いいたします。

◇ご挨拶　宇都宮東ロータリークラブ夫人の会

　　　　　　　　　　　　会長　横堀　清美様

ハイブリッド例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　山下会員

◇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　揚物　クリームコロッケ

　中華豚角　五目いなり

ビジター紹介　　　　　　加藤会長エレクト

◇宇都宮東ロータリークラブ夫人の会　

　　　　　　　　　　　会長　横堀　清美　様

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんにちは。台風８号の関東地方の上陸は

なさそうですが、天気が不安定な中、例会にご出席

いただきまして誠にありがとうございます。

さて、東京等に緊急事態宣言が出ている中、東京

2020オリンピックが開幕されています。特に印象に

残ったのは、MISIAの「君が代」、上原ひろみのジャ

ズピアノ、そして、長嶋、王、松井の聖火ランナー

などでしたが、皆様もいろいろなことを感じながら

観戦されたことと思います。昨日現在で、柔道、卓

球、水泳、スケートボードの金メダルを８個取って

おりまして、感動的なシーンも多く、今後もメダル

を期待しながら観戦したいと思います。一方で、昨

日の東京のコロナ感染者が1,429人、直近７日間の

１日当たり平均で、1,553人で、前の週と比べまし

て、141.2％となっております。栃木県につきましても、

昨日は、前日より10人増えまして53人となっており

ます。インターパークで発熱外来を行なっている倉

持ドクターの話ですと、この４連休で617人の患者さ

んが来院、うち、351人が発熱患者で307件にPCR検査

を行ない１割が陽性とのことです。ワクチン接種に

関する情報ですが、栃木県の２回接種完了の人数が

407,943人、接種率が20.76％となっております。アメ



幹事報告 渡邊和裕幹事

◇８月10日　第２回クラブ協議会　渡邉有規ガバ

ナー補佐訪問。

８月31日　第３回クラブ協議会　石田順一ガバ

ナー公式訪問。クラブ協議会は、ガバナーの方

針（感染拡大防止）で会長・幹事・会長エレク

ト・幹事エレクト・五大奉仕委員長のみ参加。

委員会報告 　

◇スマイルボックス委員会　　　　手塚委員長

倉井　章会長

　大人の休日クラブで準優勝しました。パート

ナー、ハンディにめぐまれました。ありがとう

ございました。

渡邊和裕幹事

　本日52歳の誕生日を迎えました。52歳は倉井

年度１年、ロータリーイヤー。頑張ります。

手塚正智会員

東京 2020 大会、ロードレースの競技役員と

して一生に一度の体験に参加出来ました。大変

な３日間でしたが、とても幸せな気持ちです。

◇会員増強委員会　　　　　　　　塚越委員長

　レターボックスに入れた「新会員候補者エント

リーシート」に１名以上の新会員候補者を記入し

て、８月24日の夜間例会にお持ち下さい。

◇ソーシャルメディア委員会　小林（正）委員長

　７月１日よりFacebookページを立ち上げていま

す。会長挨拶、マイロータリーの登録方法、例会

速報等掲載しています。委員会活動を載せること

も考えております。情報をお寄せ下さい。

今年度各委員会の事業計画の発表（２）

1. プログラム委員会　　　　 金子  剛委員長

　倉井会長の会長方針「笑顔と感謝の気持ちを

忘れずに、未来へつなぐ輪を広げて」をテーマ

に、プログラムを実施致します。

①ロータリー月間のテーマにリンクさせて、

多様な方々に卓話を依頼します。

②各会員が関心をもって”例会に参加した

い”プログラム作りを心掛けます。

③各委員会と連携し、魅力あるプログラムの

立案・実施致します。

④他クラブでの”良かった卓話”を積極的に

取り入れたいと思います。

　　ワクチン接種、環境の早期改善を期待し

ながら例会プログラムを構成してまいりま

す。

2. 社会委員会　　　　　　　 鈴木  明委員長

倉井会長の方針に則りRAC、IAC、夫人の会や

他の委員会の協力を得て事業を行います。

①放課後デイサービス（恵友会）に通う児童

への屋外活動に対して、鉄棒等の遊具や、

バスケットボール用ゴールポスト等の支援

をします。

②COVID-19（新型コロナウィルス）感染防止

に対する支援事業を行います。

3. 国際奉仕委員会　　 　　　秋元吉博委員長

平和を目的とした国際奉仕活動、姉妹クラブ

との交流、親睦という目的、希望があったので

すが、この状況の中困難です。最近、地区の国

際奉仕委員会から各クラブに、どのような方法

でやっていくのか、というアンケートがありま

したが、各クラブ、どのように行なうのがよい

かわからない、というのが現状です。これから

も、地区国際奉仕委員会と連携し、また、他ク

ラブとの情報交換をして、今できる活動に努め

てまいります。また今年度は、グローバル補助

金を活用した国際奉仕プロジェクトを行なうこ

とも、ひとつの案として考えています。

4. 姉妹クラブ委員会　　　   細谷俊夫委員長

姉妹クラブは韓国ROTCロータリークラブと台

湾鳳山西區ロータリークラブがあります。今は

このコロナ禍の中何も出来ないような状態です

が、収まりましたら積極的に交流、親睦を図り

たいと思っています。

5. 青少年奉仕委員会　　　 　松山  栄委員長

規定審議会でローターアクトクラブが今年度

から青少年奉仕から分離・独立し、旧体制とし

ての最後の青少年奉仕委員会となります。

①地区主催のRYLAセミナー（ロータリー青少

年指導者養成プログラム）への参加

　　国際ロータリーより上期の活動中止の指

示があり、一般対象のRYLAは中止。下期の

高校生対象は状況を見ての判断となります。

②国際奉仕活動である青少年交換プログラム

への参加　

　国際ロータリーより来年６月迄活動中止の

指示があり、青少年交換プログラムやイ

ンターアクトのプログラム、台湾研修も中
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止となります。地区としてインターアクト

クラブの研修（施設：福島県のブリティッ

シュヒルズ）を３月末に計画しているよう

です。

③宇都宮市東地区各中学校（陽北・旭・泉が

丘）の善行生徒表彰の継続

④サッカー・宇都宮チャンピオンカップへの

継続協賛

　最後に報告があります。７月25日、地区に新た

なローターアクトクラブ「蔵の街栃木ローター

アクトクラブ」が誕生しました。提唱クラブは

第６グループの５つのクラブです。

6. ローターアクト委員会　　 薄井  晃委員長

①当委員会の使命は、ローターアクトクラブ

の指導および援助にあります。

②ローターアクトクラブは若者の個々の能力

の開発に当たって役立つ知識と技能を高め、

それぞれの地域社会における物質的あるい

は社会的なニーズと取り組み「親睦と奉仕

活動を通じて」全世界の人々の間によりよ

い信頼関係を推進する機会を提供すること

にあります。

③会員増強のためローターアクトクラブの現

メンバーを中心に勧誘活動を行います。具

体的には、ローターアクトクラブ会長が中

心となり、現メンバー達が率先して入会し

たいと思えるような魅力的な活動を継続し

て行い、互いの意識を高め、会員増強がで

きるように助言することです。

　　７月８日に宇都宮東ローターアクトクラ

ブの例会に参加しました。会員数12名、今

年度の会長方針は“Restart”とのことです。

６月30日は作新学院大学ローターアクトク

ラブに参しました。約一年ぶりの対面によ

る例会とのことです。現在23名、会長方針

は「挑戦」失敗を恐れず、何事にも取り組

むとのことです。

7. インターアクト委員会　 　山下大介委員長

提唱高等学校と連携を取り、例会や様々な奉

仕活動を通じて自己の完成を図り、国際理解と

親善を推進できるよう活動してまいります。

①インターアクト年次大会参加

　リモートですが、８月９日、宇都宮商業高

校にて参加いたします。  

②足尾植樹奉仕活動の参加

　足尾の植樹は、コロナの状況によりますが、

４月に予定しています。その他インターア

クトメンバーによる例会行事への参加、校

内での奉仕活動、行事の支援を行なって参

ります。

8. ロータリー財団委員会　　加藤勝朗委員長

ロータリー財団はお金を集めるのが仕事では

なくお金を使う場です。皆様一人一人、財団の

お金をどうやって使うかを、一年間の課題にし

てください。私も入会３年目で活用しましたが、

ほんの小さなお金の使い道が、財団を利用する

ことによって、何十倍にもなって、有益な何か

ができます。一人一人が考えてやっていくこと

を今年度の大きな目標としたいと思います。

9. 米山記念奨学会　　　　　 金田  剛委員長　

①奨学事業の理解促進

　 10月の米山月間において米山奨学生そして

地区の米山委員をお招きして卓話をして頂

く予定です。

②奨学会への寄付増進への取り組み

　その理念や現状を再確認にした上で、その

活動を支援するため、普通寄付と共に、よ

り多くの会員から特別寄付の協力を頂ける

ように努めて参りたいと思います。

③奨学生の受け入れと交流促進

　世話クラブとして引き受けました奨学生を、

引き続き学業支援、そしてクラブ会員との

交流、親睦を深めるよう努めます。当クラ

ブの奨学生はローターアクトの会員でもあ

りますので、ローターアクト委員会と連携

して支援してまいりたいと思います。 

10.米山記念奨学会学友委員会　金田  剛委員長

①ロータリー米山記念奨学会委員会と連携し、

米山記念奨学会の学友が実施する国際親

善・友好交流等の活動に対し支援協力を行

います。

②世話クラブとして引き受けた米山奨学生が、

奨学期間終了後も当クラブとの好友関係を

維持・継続するための方策を考案し実施に

努めます。ローターアクト委員会と連携し

て支援してまいりたいと思います。

11. 公共イメージ委員会　　　渡邉有規委員長

公共イメージ委員会は、ロータリーを、特

に宇都宮東ロータリークラブを一般市民に広

め、ロータリーの歴史、目的、および規模を

一般に広く広報する方法を考案し、実施する

事を活動の任務としています。ロータリーク

ラブがどのような活動をしているか、その活

動に多くの方々に理解していただき、賛同し

ていただくための活動です。当クラブでは、

メディアとして、下野新聞への投稿、とちぎ

テレビへの活動の事前連絡、また、クラブの

活動を記事に掲載していただくようお願いし

ます。今年度も、会員皆様の素晴らしい世に

役立つ活動を多くの方々に認知していただき、

正しいロータリークラブへの理解と応援を頂

けますよう活動してまいります。


