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通算2919号　2021年8月10日（晴れ）第6回例会　会員数113名　 

第6回例会

く、インパクトをもたらす奉仕プロジェクトを意

味し、「もっと成長する」とは、会員を増やし、参

加者基盤を広げることを意味すると述べています。

我がクラブの平均年齢が64歳10ヶ月を考え、若い

世代へ繋ぐため、“each one ,bring one”の一人が

一人を連れてくるの精神で、是非とも40代から50

代の会員増強にご協力頂き、先日、塚越会員増強

委員長が皆様にお渡ししました新会員候補者エン

トリーシートにご記入を頂き、事務局にお出し頂

きたいと思います。

本日は、戸田泰裕会員の入会式を行ないたいと

思いますが、さらに木平健会員を含む３人の入会

を予定しております。コロナ禍だから会員増強な

んて無理と最初から決めつけずに、是非ともお一

人の新会員候補者を見つけ出して頂きたいと思い

ます。ご協力宜しくお願いします。

話は変わりますが、昨日、第25回インターア

クト年次大会が、栃木県立黒磯高等学校のホスト

で開催されました。コロナ禍ですので、昨年同様

Zoomでの開催になりました。私と渡邊（和）幹事、

山下インターアクト委員長、金子インターアクト

前委員長、石田インターアクト副委員長で宇都宮

商業高等学校に出向き、Zoomでの参加となりました。

「輝け！未来へのバトン」が今大会のテーマで、今

回は、基調講演として、東洋大学名誉教授 石井晴

夫氏のご講演がありました。18校中16校の参加で、

コロナ禍の限られた奉仕活動ではありますが、皆

さん熱心に活動報告をされていました。今後も宇

商マーキュリーインターアクトクラブの活動を支

援していきたいと思います。

本日は、国際ロータリー第2550地区第３グルー

プBガバナー補佐 渡邉有規様をお迎えしてのガバ

ナー補佐訪問であります。オンラインではありま

すが、宜しくお願い致します。

◇奨学金の授与

米山記念奨学生　テット　チャンソティア君

リモート例会

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　山﨑会員

◇ロータリーソング「奉仕の理想」

　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

ビジター紹介　　　　加藤会長エレクト

◇第2550地区第３グループB　ガバナー補佐

  渡邉　有規　様（卓話講師） 

◇米山記念奨学生　テット　チャンソティア君

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

皆様、こんにちは。ご案内の通り、栃木県につ

きましても、新型コロナウイルスの新規感染者数

が過去最高の178人になるなど増加しており、警戒

度レベル県版ステージ４「県版緊急事態宣言」が

発令され、国からも８月８日～31日まで、まん延

防止等重点措置の適用が決定されました。これを

受けまして、理事・役員で協議をした結果、今回

の８月第二例会はオンライン開催のみとさせて頂

きました。今後の対応につきましては、本日開催

の理事会にて検討させて頂き、会員の皆様に改め

てお知らせ致します。今後もご理解、ご協力宜し

くお願い致します。

東京2020オリンピックも８日閉会式をもって終

了致しました。日本は27個の金メダルを含め、過

去最多の58個のメダルを獲得しました。開催に賛

成、反対の声が多数ありましたが、アスリートた

ちの熱い力に感動させて頂き、感謝したいと思い

ます。

ところで、８月は会員増強・新クラブ結成推

進月間です。RI会長のシェカール・メータ氏は、

「もっと行動し、もっと成長する」ための意欲を喚

起するよう訴え「もっと行動し」とは、より大き



新会員紹介 紹介者　渡邊（和）会員

氏　　名　戸田　泰裕

　　　　 （とだ　やすひろ）

年　　齢　37歳

事業所名　ネクスト・ワン法律事務所

役　　職　代表弁護士

職業分類　弁護士

所在地　　〒320-0036　

宇都宮市小幡１-１-32　ミユキビル６階

電話番号　　028-688-7481 

ＦＡＸ番号　028-688-7482

推薦者　　倉井　章会員　　渡邊和裕会員

幹事報告 渡邊和裕幹事

◇ロータリーレート　８月は１ドル110円。

◇例会終了後の第２回クラブ協議会は渡邉ガバ

ナー補佐ご出席のもと、会長・幹事・五大奉仕

委員長のみでの開催。地下１階菊の間にて。

◇８月17日は定款第７条第１節（d）による休会

委員会報告 　

◇出席委員会　　　　　　　代読　山﨑副ＳＡＡ

＜皆出席表彰・７月分＞　　

　　連続31年　太城　敏之会員

　　連続13年　金澤　正邦会員

　　通算13年　菊地　正幸会員

　　連続12年　片嶋　常隆会員

　　通算４年　山本　修一会員

　　連続２年　小尾　　功会員

卓　話

「３分間スピーチ」　

　幹事エレクト　塚越淳史会員

皆さん、こんにちは。先週の例会で渡邊幹事に

指名された塚越です。今年度は、会員増強委員長

を仰せつかっております。コロナ禍ということで、

会員増強には依然として厳しい時期ですが、『イー

チワン・ブリング・ワン』にご協力くださいます

よう、お願いいたします。

渡邊幹事に続き、私も自分を知っていただくと

いうことで、自己紹介を、趣味の話を中心に行い

たいと思います。

私は東クラブに 2012 年４月に入会させていた

だきました。推薦者は、髙野パスト会長と倉井会

長で、早いもので入会して９年たちましたが、色々

な方にご指導いただき、助けて頂きながら成長さ

せていただいております。ありがとうございます。

さて、私は 1975 年５月に生れて現在 46 歳にな

りました。宇都宮生まれの宇都宮育ちで、父は

元々、土木系機械の設計士だったのですが、結婚

を機に祖父の会社、現在私が在籍している大和自

動車へ転職したそうです。母は音大を出た後、主

に子供向けにピアノ講師をしていましたので、そ

の影響で、私も３歳からピアノを習っていまし

た。当時は近所の友達と遊ぶ時間を制約されて練

習させられていたので、早くやめたい気持ちで

いっぱいだったのを覚えています。ピアノは小学

校を卒業するまで続けていましたが、他にも小学

生から始めて今でも趣味の会で活動している野球

と、宇都宮スキー協会の Jr 部に入部してアルペ

ンスキーを始めたり、また子供のころ、渡辺貞夫

さんのライブに毎年連れて行ってもらっていたの

で、サックスがやりたくて吹奏楽部にも入部して

しまったので、時間的な都合上、おのずとピアノ

からは遠ざかってしまった感じです。ただ、ここ

数年前から時々ピアノを弾きたくなるときがあっ

て、たまに弾いています。ブランクが長いため、

子供のころのようには指が動かないので、当時の

曲が弾けるようになることが当面の目標です。

ゴルフは、大和自動車に入社してからで、ゴル

フ場の法人のお客様がいらっしゃって、ゴルフを

はじめたのがきっかけですが、たまたま先輩社員

に元研修生の方がいて、その先輩からゴルフを教

わりました。狙った場所へボールを打てたり、長

いパットが入った時の快感にはまって、練習場へ

は結構通っていましたが、スコアはなかなかつい

てきてくれませんでした。この年齢になって、ゴ

ルフだけじゃなく、何事もそうだと思うのですが、

力まかせに振り回すのではなく、肩の力を抜いて

やるということを学んだので、それを実践してい

たらだんだんスコアが上がってきてくれて、今は

ゴルフがとても面白いと感じています。

ピアノ、野球、スキー、ゴルフは今も続けてい

る趣味です。これからのロータリー活動も肩の力

を抜いて、でも精一杯活動していきますので、ご

指導・ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。

※次回３分間スピーチは谷田部親睦委員長

－ 2－
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　米山記念奨学生の紹介

米山記念奨学会委員会　金田　剛委員長

当クラブがサブ世話クラブとしてお世話してい

る米山記念奨学生の紹介をいたします。

※本日の来訪予定は取りやめとなりました

・葉姿君（ヨウ　シクン）さん　女性　

・出身地　台湾

・白鴎大学　経営学科３年

・世話クラブ　足利東ロータリークラブ

葉さんは宇都宮東ローターアクトの会員にも

なっています。宜しくお願いいたします。

ガバナー補佐卓話

第３グループ Bガバナー補佐　渡邉有規様

皆様、こんにちは。石田順一ガバナーのもと、

第３グループ Bのガバナー補佐を拝命しました渡

邉有規でございます。ほんの１ヶ月前まで、この

誇り高き宇都宮東ロータリークラブの会長という

大役を務めさせていただきました。６月には創

立 60 周年記念式典も、会員のみの例会という形

でしたが、開会させていただき感謝しております。

ありがとうございました。

今回は、急遽、ガバナーの英断により、８月中

のガバナー公式訪問を、会長幹事懇談会のみとす

る、という連絡をさせていただきました。その大

英断に即座に対応された倉井会長の決断に、深い

敬意を表します。例会を中止する、オンラインの

みにするという事は、本当に苦渋を伴った判断の

実行です。私も昨年は、田原幹事と共に苦しみま

した。決断は、最後は会長一人しかできません。

今年度は、ガバナー補佐という大役をいただき

ましたが、常に、初心の心で、全てを受け入れて

進ませていただきます。私のお役目は、第 2550

地区第３グループ Bの５つのクラブを担当させて

いただきます。宇都宮南ＲＣ、宇都宮陽南ＲＣ、

宇都宮東ＲＣ、宇都宮陽東ＲＣ、宇都宮さつきＲ

Ｃですが、宇都宮さつきＲＣ、宇都宮陽南ＲＣの

二クラブの補佐訪問、ガバナー公式訪問は先週す

でに完了しております。

ここで、簡単に自己紹介したいと思います。

1956 年生まれ、65 歳です。1995 年に宇都宮東

ＲＣに入会をさせていただき、26 年となります。

入会は 38 歳の時でした。雅秀殿の膝附会長、JC

先輩の岩島社長の推薦にて入会しました。多くの

ロータリアン方々と知り合い、大先輩にご指導い

ただき、笑顔で楽しく過ごせるロータリーが大好

きです。皆様も同じだと思っています。勉強不足

ではございますが、よろしくお願い致します。

シェカール・メータ 2021 ～ 22 年度 RI 会長の

講話を何度も拝見をさせていただきました。その

たびに、私は胸が熱くなる思いです。「奉仕とリー

ダーシップの新しい旅路、人生で最も素晴らしい

実りある期間を皆さんと共に、大きなロータリー

のビジョンに導かれながら、大きな夢に向かって

ゆく時、今がその時だ」というメータ会長のお話

を聞き、私も「まさしく今がその時である」と感

じました。このコロナの大変な状況の今だからこ

そ、自分は何が出来るのか、何を活動してゆくの

かを　自分に問いかけていく時だと感じます。そ

して　「超我の奉仕」という標語に大きな感銘を

受けられたと話されております。「奉仕とは自分

よりもほかの人のことを先に考えること、そして、

ロータリアンが奉仕をし続けるのは、多くの人び

との人生を豊かにしたいという願いである」と説

きます。

また、本年度石田順一ガバナーは、メータ会

長の言葉から「人びとのために奉仕をする最良

な生き方が、その経験を通して自分の人生を豊

かに出来る」とお話しされております。皆様も

私達も、各地域で、そしてこの宇都宮東ＲＣの

皆さんは特に、多くの奉仕活動の中に、多くの

人びとの幸せをひとつずつでも実現すべく、他

クラブ同様、それ以上に頑張っておられること

と思います。私も新たに石田ガバナーの補佐と

して、宇都宮東ＲＣと地区をつなぐサポート役

として、また、宇都宮東ＲＣと石田ガバナーを

つなぐサポート役として、ガバナー補佐の役を

努めさせていただきます。一昨年、昨年同様、

倉井年度もまたコロナの影響も、大きく出てい

ます。その苦しみは、わたしも前会長として分

かっておるつもりです。その中で、宇都宮東Ｒ

Ｃの皆様の充実したロータリー活動の目標達成

への石田ガバナーとのつなぎ役を、微力ながら

させていただきます。そのためにも、皆様との

お打ち合わせの中に私のやるべき五つの責務が

有ります。

①宇都宮東ＲＣの倉井会長、渡邊幹事の立ててお

られる目標の実現に、微力ながら、補佐をさせ

ていただきます。

②例会や理事役員会で奉仕プロジェクトの進捗状

況などお聞かせいただき、その中で、ガバナー



に報告・連絡・相談するべき時はお話しさせて

いただきます。また、他の第３グループの委員

会活動も、大変に誠意と情熱を持って、素晴ら

しい奉仕活動を行われていることをこの補佐訪

問クラブ協議会で知りました。他クラブでどの

ような活動をどのように行なっているかを知る

事も大変有意義なことで、かつ、自クラブの気

づきになる大切な事と思います。他クラブの情

報を共有する事が必要で、その連絡係にもなり

たいと思います。

③地区の会合に多くの宇都宮東ＲＣの皆様に参加を

いただけるように働きかけをさせていただきます。

④ガバナーの公式訪問の計画の援助をさせていた

だきます。日々刻々と、コロナの状況が変わっ

ておりますので、倉井会長、渡邊幹事ともよく

相談をさせていただいております。

⑤My Rotaryへの登録を推進してまいります。

　　これが、私の補佐としての五つの責務です。

宇都宮東ＲＣは、実に60年の歴史と伝統があ

り、素晴らしい叡智と奉仕の精神に溢れており、

ロータリーの理念も知識も遥かに高く、豊かな

先輩会員方々が沢山おられます。また、その道

の委員会のプロフェッショナルな情熱と知識、

そして奉仕活動が行われており、他のクラブが

着目しております。大変に感謝し、心より誇り

に思っています。

　　本年度、倉井会長から「笑顔と感謝の気持ち

を忘れずに、未来につなぐ輪を広げて」という

素晴らしい方針をいただきました。メータRI会

長の本年度テーマは「奉仕しよう　みんなの人

生を豊かにするために」で、その実現のために

石田ガバナーは「未来のクラブを描きましょ

う」というスローガンを掲げ、６つの地区運営

方針と10の地区運営目標を掲げられました。各

担当クラブには、ガバナーの掲げられた方針と

目標の達成、一つひとつ実現のための活動をお

願いさせていただきます。目標として、

１.参加者の基盤を広げましょう

会員増強としては、「純増２名を目指そう。

退会防止に努めよう。」ということです。宇都

宮東ＲＣでは理想の会員数は 130 名と書かれ

ておりました。是非、頑張ってください。

２.IT活用の推進

今回は、オンラインの例会となりました。

頑張られておると思います。

３.公共イメージの向上

公共イメージの認知度、SNS を活用した広

報ですが、東クラブの Face book が好評です。

４.クラブ戦略計画の策定を推奨する

５.行動計画・ビジョン声明策定の奨励

 ５年後の近未来を描き、チャレンジをしてい

こうという未来志向の項目です。倉井会長の方針

にもあります通り、まさしく重要な項目と考えて

おります。この予想も出来なかったコロナ禍の中

だからこそ、まず現状を把握して、５年後、宇都

宮東ＲＣがどうなるかを予測し、どのようになり

たいかを夢みること、ビジョンを計画することが

大切であると、私もそう思います。

そのほかにもございますが、また後に、お話さ

せていただきたいと思っています。

この度お邪魔させていただきました宇都宮東Ｒ

Ｃの皆様は、こうして明るく元気に満ち溢れてお

ります。この楽しみに満ちたクラブが、ますます

喜びにあふれるクラブである事を願って、宇都宮

東ＲＣの倉井会長はじめ、皆様の声をこの後のク

ラブ協議会にてお聞かせいただき、石田ガバナー

にお伝えさせていただきます。今、私達は、新型

コロナウイルスという大きな問題を全世界で抱え

込んでいます。宇都宮東ＲＣクラブの皆様も　本

当に大変なことと思います。この大変な時にこう

して私も大きな役割をいただきましたことは、こ

の活動の経験を通して、多くの奉仕の中に多くの

人びとの幸せと、それと同時に、経験という自分

の成長をいただく有り難い時をいただいたと感謝

申し上げたいと考えております。その感謝を　倉

井会長、渡邊幹事、役員理事、宇都宮東ＲＣ会員

方々全員と共有させていただき、「笑顔と感謝の

心」で１年間、御一緒させていただきたいと思っ

ております。本日はオンラインの例会ですが、訪

問をさせていただきまして、大変に嬉しく思いま

した。改めまして、これから、どうぞよろしくお

願い申し上げます。

クラブ協議会（第２回）

ガバナー補佐訪問　

進行　渡邊和裕幹事

議長　倉井　章会長

出席者

第2550地区第３グループB

ガバナー補佐　渡邉有規様

宇都宮東ロータリークラブ

倉井章会長、渡邊和裕幹事、加藤勝朗会長エレ

－ 4－
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クト、塚越淳史幹事エレクト、秋元吉博国際奉仕

委員長、田村哲男職業奉仕委員長、鈴木  明社会

奉仕委員長、松山 栄青少年奉仕委員長

ガバナー補佐ご挨拶

第 2550 地区第３グループＢ

ガバナー補佐　渡邉有規様

コロナ禍の中ですので、短い時間で各委員長か

らお話を頂戴いたしまして、それに対してガバ

ナーにお伝えしたいと思います。本日はよろしく

お願いいたします。

議長　倉井会長

今年度の事業計画の概要について発表をお願

い致します。

※事業計画の詳細は第２回及び第４回会報参照

国際奉仕委員会　　　　　　　　秋元委員長

・地区の国際委員会から卓話をいただけないか

・どのような方法で活動していったらよいのか

渡邉ガバナー補佐　講評

会長幹事会でも各クラブの活動を確認して連

絡したいと思います。

クラブ奉仕委員会　渡邊幹事（若井委員長代理）

・ホームページの充実、Facebook の立ち上げで

発信力の強化

・スマイルボックスで会員の喜びなど全員で共有。

渡邉ガバナー補佐　講評

Facebook の立ち上げが注目されていると思

います。スマイル、次回いたします。

職業奉仕委員会　　　　　　　田村委員長

・職場訪問の実践活動が困難。職場訪問的なこ

とが出来れば…。

・宇都宮東警察署の優良警察官表彰は実施予定。

渡邉ガバナー補佐　講評

　他のクラブで、職場訪問の代わりに会員のと

ころに回るところもあるようです。こちらの 3

分間スピーチは、会員の職場訪問みたいですね。

社会奉仕委員会　　　　　　　　鈴木委員長

・放課後デイサービス（恵友会）は開所したばか

りの施設のため、足りない遊具など支援。

・青少年奉仕委員会と清掃活動の協力。

渡邉ガバナー補佐　講評

　他に訪問したクラブも社会奉仕活動を熱心さ

れていると感じています。

青少年奉仕委員会　　　　　　　松山委員長

・インターアクト年次大会に参加し感じたこと。

変化と工夫のある楽しいオンラインを望む。

・若い人への感染力が高いという話を耳にする

と青少年に率先して指示を出しにくく、辛い。

・青少年奉仕基金について趣旨をお示しいただ

きたい。

・提唱クラブとして２つのローターアクトクラブ

を持っており、地区からの補助をお願いした

い。ローターアクト奉仕基金というのをつくっ

てはどうかとガバナーにお伝えいただきたい。

渡邉ガバナー補佐　講評

楽しいオンラインはいいですね。オンライン

だから出来る事も沢山あると思います。

倉井会長

渡邉ガバナー補佐、ありがとうございました。

渡邉ガバナー補佐

皆様からのお話はガバナーにお伝えいたします。

渡邊幹事

お忙しい中を長時間に渡り誠にありがとうござ

いました。以上をもちまして、第２回クラブ協議

会を終了させて頂きます。


