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第5回例会

新型コロナウイルス感染者の急拡大を受け、「ま

ん延防止等重点措置」の適用を国に要請すること

を決めております。27日から５日間連続で感染

者数が100人を超え、31日には過去最大の170に

達し、直近１週間の新規感染者数は前週の３倍を

上回っております。デルタ株による県内の感染状

況もやや上向きと感じる数値になっています。

ところで、先週の例会で、ワクチンを２回接種

すれば症状を伴う感染を防ぐ有効率がインド型の

デルタ株は88％であると話しましたが、米疾病

対策センター（CDC）は、マサチューセッツ州で

７月に起きた新型コロナウイルスの集団感染で、

感染者の７割がワクチン接種済みだった、という

ショッキングな調査報告書を２日に公表しており

ます。デルタ株の感染力の強さを示しているとい

うことで、CDCはマスク着用等注意を呼びかけて

いるそうです。ワクチン接種後も密を避け、手差

し消毒、マスク着用、飲食を伴う会合等には十分

注意しなければならないのかと思います。７月

29日付で、石田ガバナーからも通知が来ており

「当地区も会員の多くはワクチン接種が済んでい

るとは思いますが、例会開催方法、クラブの委員

会活動及び親睦活動に対しても、オンライン開催

等を含め、感染拡大防止に十分注意されますよう

に」とのことです。

さて、７月、４回の例会が終わりました。今年

度、前期の予算案もご承認いただき、すでに青少

年奉仕委員会、会員増強委員会、姉妹クラブ委員

会が開催され、本日の夜、インターアクト委員会

の開催予定であります。黙食またはお弁当の持ち

帰りとなっておりますが、他の委員会の開催も宜

しくお願い致します。

本日は、我がクラブの特徴的な親睦活動の一つ

であります、10ある趣味の会の活動計画を、各

代表の方にお話をして頂きます。コロナ禍での制

限された活動ですが、後期にはある程度の活動が

ハイブリッド例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　飯村会員

◇国歌「君が代」

◇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　刻み鰻と牛しぐれ弁当

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんにちは。東京2020オリンピックも

連日熱戦が繰り広げられ、日の丸を背負っている

選手の一喜一憂に感動しているところかと思いま

す。惜しくも松山はメダルを逃がしてしまいまし

たが、昨日の野球はサヨナラ勝ちで感激しました。

金メダルを期待したいと思います。

ところで、新型コロナウイルスの話ですが、東

京では新規感染者数が急増しております。その要

因の一つとしてデルタ型変異ウイルスの増加が挙

げられます。第４波以降、従来の新型コロナウイ

ルスよりも感染力の強いアルファ型の変異ウイル

スが主流になっていましたが、現在はさらに感染

力が強いデルタ型と呼ばれるインドから広がった

変異ウイルスが主流になりつつあります。東京で

は８月１日現在で、すでにデルタ型が半分以上を

占めていると考えられます。また、栃木県でも、



出来ることを祈りまして、希望をもって活動計画

をお願い致します。また、是非とも、勧誘して頂

ければと思います。

幹事報告 渡邊和裕幹事

◇ロータリーレート　８月は未発表。

◇７月27日に宇都宮東ロータリークラブ夫人の会

の第35回総会が開催され、2020年度会計、会務

報告、監査報告が承認されました。また、2021

年度の会務、予算案が可決されました。新会長

は横堀清美様、幹事は平野様、辻様が就任され

ましたことをご報告いたします。

◇８月31日は第３回クラブ協議会。石田順一ガバ

ナー公式訪問。

委員会報告 　

◇親睦委員会　　　　　　　　谷田部委員長

＜誕生祝い・８月＞

会員誕生

伴　　　誠、半田　雅一、羽石　光臣、

平出　　直、小篠　一暉、松本　弘元、

中村　吉辰、大塚　　稔、関　　元明、

髙木　　敬、八城　光男、吉川　卓志

　　　各会員

夫人誕生

伴　　　誠、飯村　尚志、菊地　正幸、

小尾　　功、辻　　裕司

各会員の奥様

・第５回地区ゴルフ選手権大会参加の御礼

　　地区実行委員会・事務局　黒崎定美委員

太城ガバナー時にスタートした地区のゴルフ

選手権大会は５回目を迎えます。今日現在で

118名の参加、当クラブからは最大参加者の11

名の参加です。この場をお借りして御礼申し上

げます。第５回目も盛大に執り行われることを

実行委員としてお約束したいと思います。

「３分間スピーチ」　　　　　渡邊和裕会員

皆さん、こんにちは。本日より３分間スピーチ

ということでトップバッターにご指名いただきま

した。コロナ禍で会員同士の親睦や、新会員との

コミュケーションが深められないということで、

倉井会長から提案があり、会員相互の理解を深め

るという機会をいただきましたので、自己紹介を

させていただきます。

私は 2005 年９月に入会して、今年で 16 年目に

なります。倉井現会長と佐々木正会員にご推薦い

ただきました。広島県の三原市という尾道の隣の

市に生まれ高校まで過ごして参りました。今はな

かなかコロナで帰れませんが、夏は里帰りして、

魚釣り等瀬戸内海を満喫しております。栃木県に

来て、「海っていいなぁ。」と感じております。そ

の後薬学部に進み、大学のキャンパスが習志野に

あり、４年間習志野に住んでいました。

平成４年に武田薬品工業に入社し、MR という

医薬情報担当者になり、初赴任で宇都宮に来まし

て、栃木県の生活がスタートしました。MR とい

えば、医薬品を先生方にご紹介する仕事ですが、

当時はバブルで、ゴルフ場や飲食店の情報を収集

しては先生方に紹介して、私自身、とても良い勉

強になりました。その後、雀宮に中央薬局を開業

させていただき、現在は 34 店舗を運営させてい

ただいております。また、３年前に全国の最年少

で、栃木県の薬剤師会の会長職を拝命いたしまし

た。薬剤師会も会員増強が喫緊の課題です。ロー

タリーの会員増強を学び生かしていこうと思って

います。また、かかりつけ薬剤師をしていますの

で、処方箋等ありましたら、ＦＡＸ等でご連絡い

ただき、ご指名いただければと思います。幹事と

して頑張りますのでよろしくお願いいたします。

※次回３分間スピーチは塚越幹事エレクト

宇都宮東ＲＣ　「趣味の会」報告

1.　囲碁の会　　　　稲見会員（川村会長代理）

1988年頃発足し、以来30年を超えた活動をし

ております。毎週日曜日ホテルニューイタヤに

て、午後１時～５時過ぎまで対局しております。

会員のレベルは４段から17級（初級者）と幅広く

わたり、私や若井会員は囲碁の会で初めて碁石

に触りました。初心者の方も大歓迎です。コロ

ナの関係で中止になりましたが、例年、新年囲

碁大会や納涼会、５月連休での大会をしていま

す。その際には、栃木県で唯一のプロ棋士の恩

田九段から指導を受けております。夜間例会後

も対局をしています。また、傘寿を迎えた会員

に記念品を贈りますが、今年度は該当者なしで

した。さらに、毎年10月、RI認証国際囲碁大会

に参加しています。コロナの関係で中止になっ

ていますが世界大会に行く機会もありますので、

是非ご入会下さい。
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2.　大人の休日ゴルフクラブ 菊地（憲）常任幹事

　

毎月１回、宇都宮カンツリークラブで定例

会を開催しています。年会費はなく、その都

度、会費をいただいております。夏の納涼会、

年末の忘年会は、コロナの影響で開催しませ

んでした。のびのびと楽しく、相互親睦を図

る集まりです。参加希望の方は是非ご連絡く

ださい。

3.　熱燗クラブ　　　　　　　　稲見代表幹事

コロナの中、実際の活動は出来ませんでし

た。当面の間は飲食を伴う集まりは避けると

いうことで、また、時期が来ましたら、皆様

にご案内を差し上げます。熱燗クラブは「健

康のために熱燗を飲みましょう」というのが

コンセプトです。是非、多くの方にご参加し

ていただきたいと思います。

4.　ワインクラブ　　　　　　　　　倉井幹事

コロナ禍となり、令和元年１月16日に

Acqua in Boccaというイタリアンレストラン

で14名の参加をいただいて開催したのが最後

です。ワインクラブはスパークリングワイン

で乾杯をして、白ワイン（２種類）、赤ワイン

（２種類）を楽しみます。料理とのマリアー

ジュも考えていますので、美味しい食事が出

来るところ、また、しっかりとしたワイング

ラスがあるお店を選んでいます。33回開催し

ています。30名位にご案内を差し上げて、多

い時は20名位、少ないときで10名ちょっとの

参加があります。また、新たにはじまりまし

たら、いろいろな方に出席していただきたい

と思います。皆様とワインを飲めることを楽

しみにしています。

5.　ハイキング同好会　　　　　　　　細谷幹事

本会は歩く事を通して自然と親しみ、夫婦

家族の絆を深め、会員相互の和を広め、若さ

と元気を養う、以上４つの目標を掲げて活動

しております。今年度はコロナ感染防止の為、

残念ながら委員会開催、親睦委員会との共同

開催である恒例の春のハイキング等すべての

計画を中止しました。本年度はコロナの状況

を睨みながら秋には委員会を開催し、来春に

は春の家族ハイキング案として昨年度企画し

ました野尻湖ハイキングと四万温泉の旅を計

画しておりますので、その時は奮ってご参加

ください。

6.　JAZZクラブ　　　　　　　　　　　太城幹事

JAZZクラブでは会員を限定しておらず、全

員にご案内しております。例年「近代人」で

開催していますが、コロナのため開くことが

出来ないでおります。今回、９月４日に文化

会館でのラテンJazzがございますので、参加

希望の方は一両日中にお申し込み下さい。ま

た、コロナが落ち着きましたらいろいろな計

画をしていきたいと思います。

7.　墨東倶楽部　　　　　　　　菊地（憲）副会長

会員が「書道」を通して「書」に親しみ、

相互の親睦を図ることを目的としています。

毎月１回、ホテルニューイタヤで第２水曜日

に定例会（稽古日）を開催しております。前年

度は７月に１回休会しました。松本宜響師範

（松本会員）指導のもと、のびのびと、真剣に、

調和しながらやっていますので是非ご参加下

さい。

8.　巨人の会　　　　　　　　　　　　福田会長

会長は皆藤先生でしたが今年お亡くなりに

なり、髙野会員と手塚会員と私でやっており

ます。チケットは太城パストガバナーにお願

いして、主に東京ドームに巨人の応援に行っ

ております。コロナ禍でなかなか出来ません

が、落ち着いたら開会したいと思います。10

年続いております。今後も続けていきたいと

思います。

9. バックス・ゴー会　　　　　　　　片山会長

毎月、名門ゴルフ場にて、月例ゴルフの開

催。月例ゴルフはバックス・ゴー会の主旨に

従い、ゴルフを通じて会員相互の親睦を計り、

人格の修養とマナー・エチケットの修得に努

め、健康と技術の向上、ルールの研修を目的

としております。昨年は12回の月例ゴルフを

開催いたしました。参加会員は延べ125名に

なります。例年、８月にリゾート地にて宿泊

月例ゴルフを開催してまいりましたが、新型

コロナウイルスのため、止む無く中止といた

しました。開催場所と詳細については報告書

をご覧頂下さい。新規会員を募集しておりま

す。

10. 野球部　　　　　　　　　　　　　金子主将

野球部は結成４年目を迎えました。４年前

に地区大会のシーズン野球大会で準優勝とい

うよい成績をとり、その後、コロナ禍で練習

も大会も出来ないままでいます。昨年度、野

球大会はすべて中止となりました。概ね３月

～10月がシーズンで、10月の地区親睦野球大

会を前提に８月、９月は市内８クラブのナイ

ターリーグをやっております。18人いないと

野球は成立しませんので、ハードルが高いス

ポーツだと思っています。今週８日に久々の

練習を予定していましたが、まん延防止等重

点措置の影響で中止となりました。目標とし

て、今年、他クラブとの親睦試合を２試合位

したいと思います。



太城パストガバナーより補足

趣味の会は、50 周年記念の時にいろいろな会

を作り、今年度で 11 年目になります。その他に、

「新酒の会」

四季桜の蔵の中でお酒を飲む会。

「そばを食べる会」

宇都宮カンツリーでゴルフをして、その後蕎麦

打ちし、そばを食べる会。

も作りました。皆様のご希望に合わせていろい

ろな会を作りたいと思いますので、会長、幹事に

ご意見をお寄せください。
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