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2021-2022年度　国際ロータリーのテーマ
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通算2957号　2022年6月21日（曇り）第45回例会　会員数117名 

第45回例会

相談を強化するものとして取り組みが始まった

「宇都宮市つながりサポート女性支援事業」へ

支援するため、生理用品等の寄付を行ってきま

した。

―　女性支援贈呈式　スライドにて上映　―

佐藤市長より感謝状を頂いております。

また、先週 14 日、カンセキスタジアムとち

ぎにおきまして移動例会を行ないました。２月

に、宇都宮東警察署の新庁舎を訪れる予定でし

たが、新型コロナウイルスの影響でまん延防止

等重点措置が出されており、職場訪問が延期さ

れ、今回場所を変えての見学となりました。栃

木県スポーツ協会総務企画課長の野澤悦夫様に

約 40 分の案内をして頂きました。約 40 名の会

員に参加して頂き、会員の皆様のとても楽しい

笑顔が見られて、大変有意義な時間を過ごすこ

とが出来ました。ご参加の皆様、有難うござい

ました。

さて、本日が第 45 回例会で、最終例会とな

りました。この一年コロナで始まりコロナで終

わろうとしています。ハイブリット例会、オン

ラインのみの例会、オンライン年忘れ例会とい

ろいろな形での例会がありましたが、一度も休

会せずにやって来られたのも、多くの会員の皆

様の参加があったからだと思っております。

今年度テーマは、「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」と致しまし

たが、一年間、本当に会員の皆様の笑顔に救わ

れ、感謝の気持ちを忘れずにクラブ運営を行

なってきました。本当に有難うございました。

感謝の気持ちで一杯です。また、未来へつなぐ

輪を広げるため、30 代、40 代の新会員に入会

して頂きました。本日入会のお二人を含めまし

て 12 名の会員増強が出来ましたが、残念なが

ら 11 名の方が退会となってしまいました。そ

の中には、伴清パスト会長、坂田早苗パスト

点　　鐘　　倉井　章会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　山下会員

◇ロータリーソング「我等の生業」

　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

◇本日のメニュー　スペシャルディナー

ビジター紹介　　　　加藤会長エレクト

◇自治医科大学病院長　脳神経外科 

　教授　川合謙介様（アマル君を指導）

◇米山記念奨学生 

　ラグワスレン,アマルサナー君（アマル君）

　葉　姿君さん（当クラブがサブ世話クラブ）

 
会長挨拶　　　　　　　　倉井　章会長

会員の皆様、今晩は。沖縄は平年より１日早

く梅雨が明けたようです。ここのところ暑い日

が続きますが、皆様、体調を崩されないようご

注意ください。

待ちに待った、やっとこの日が来ました。今

年度初めての夜の例会です。今年度は、毎月の

最後の例会を、夜間例会とする予定でしたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実

施できませんでした。最後の最後にやっと、夜

間例会の開催となりました。非常にうれしく

思っております。

今月 13 日、社会奉仕活動の一環として宇都

宮市役所に行って参りました。新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、不安や困難を抱える

女性が孤立・潜在化し、行政だけでは支援が

届きにくくなっていることが懸念されているこ

とから、女性が抱える不安や困難の解決に向け、

ＮＰＯ等と連携し、その知見やネットワークを

活用することにより、市民の身近な場所におい

て、生理用品の提供をきっかけとした女性への



会長、笹沼道正会員がご逝去をされておりま

す。謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。

112 名のスタートから、113 名での終了となり

そうです。

コロナ禍の特殊な環境下において、共にロー

タリアンである喜びと誇りを持って、皆様の

隣にいる大切なメンバーたちと一緒に、奉仕

の喜びと感動を感じとることが出来ました。

コロナ禍とは言え、大変充実した一年間を過

ごすことが出来、大変幸せだったと思います。

宇都宮東ＲＣの会員の皆様、理事・役員の

皆様のご支援、ご協力に感謝すると共に、最

後まで見捨てずに支えて頂きました渡邊幹事、

黒澤副幹事、小林副幹事、中山副幹事、本当

に有難うございました。そして、事務局にも

本当にお世話になりました。

本日も、ピアノ、ウッドベース、ヴォーカル

によります生演奏をお聞きいただきます。どう

ぞお楽しみください。

１年間大変お世話になりました。有難うござ

いました。

新会員紹介 紹介者　太城パストガバナー

氏　　名

今泉　一（いまいずみ　はじめ）

　※今泉臣夫会員のご長男

年　　齢　51歳

事業所名　（有）今泉貴金属

役　　職　代表取締役社長

職業分類　貴金属・宝石販売

所 在 地　〒320-0023　宇都宮市仲町1-13

電話番号　028-622-3573

ＦＡＸ番号　028-624-5010

推 薦 者　太城敏之　会員　　細谷俊夫会員

※本日ご入会の原　賢一郎様は欠席のため、入会

　式は後日執り行います。

◇奨学金の授与

米山記念奨学生　

ラグワスレン,アマルサナーさん

・渡邉（有）カウンセラーよりアマル君をご指導

されている自治医科大学病院長 脳神経外科 教

授の川合謙介様のご紹介がありました。

　また、川合謙介様よりご挨拶をいただきました。

幹事報告 渡邊和裕幹事

◇各委員会へ　本年度の決算上の締め６月24日。

請求書等なるべく早いご提出を。

委員会報告 　

◇スマイルボックス委員会　　　　野添副委員長

小林正明会員

　おかげさまでＦａｃｅｂｏｏｋの例会速報版

投稿が完走できました。投稿した記事数に因ん

でスマイルします。

倉井年度理事役員一同

　倉井年度、本日最終例会となりました。理事

役員一同、皆様の協力で無事に終了することが

できました。一年間ありがとうございました。

渡邉有規会員

　皆様のおかげで、一年間、第2550地区第３グ

ループＢガバナー補佐を務めさせていただきま

した。大変ありがとうございました。宇都宮東

ＲＣの皆様のおかげと心より感謝しております。

渡邊和裕幹事

　一年間、倉井年度、ご支援ありがとうござい

ました。コロナ禍で大変でしたが、無事完走で

きました。宇都宮東ＲＣの更なる発展をご祈念

致します。

倉井　章会長

　昨年７月より一年間、会員の皆様には大変お

世話になり無事、会長職を終えることができま

す。皆様には大変感謝の気持ちで一杯です。誠

にありがとうございました。

スマイルボックス委員会一同

　今年度、一年間たくさんのスマイルを頂き、

ありがとうございました。

・スマイルボックス大賞

　第一位　倉井　章　会長

　第二位　渡邊和裕　幹事

　第三位　渡邉有規　会員

◇出席委員会　　　　　　　　　　ＳＡＡ代読

＜皆出席表彰・５月分＞　　　　

　連続57年 小林　利延会員

　連続39年 辻　　裕司会員

　通算31年 川村　壽文会員

　連続19年 尾野﨑孝夫会員

　通算16年 相馬　克美会員

　通算13年 黒崎　定美会員

　連続１年 郡司　公生会員

　連続１年 菊池　信寿会員

　連続１年 田嶋　宏章会員

　連続１年 渡辺　純一会員

挨　拶　第2550地区第３グループＢ　

　　　　ガバナー補佐　渡邉有規会員

皆様からご推薦をいただきまして、違った形で

いろいろなクラブを拝見させていただき、違う世

界をみることができました。この経験は皆様のお
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かげと感謝申し上げます。６月末、その任も解か

れまして、また、新たな気持ちで、宇都宮東ＲＣ

の一会員として頑張っていきたいと思います。一

年間、ありがとうございました。

創立60周年記念誌の完成について

渡邉（有）直前会長

創立 60 周年記念誌が出来上がりました。記念

誌の作成にあたり、記念事業特別委員会の小林

（利）委員長、入江副委員長、倉井委員、実行委

員会の羽石式典長、太城実行委員長、渡邊（和）

実行副委員長、記念誌作成委員会の伴委員長、髙

野会員、そして田原パスト幹事、多くの方々にお

礼申し上げます。皆様、是非、ご覧下さい。

挨　拶　　　　　　　　　　　今泉臣夫会員

満 27 年間東ロータリーに在籍して参りました。

その間いろいろな記念事業があり、大変有意義な

時間を過ごさせていただきました。倅が入会させ

ていただきましたこと、大変嬉しく思っておりま

す。長い間ありがとうございました。

祝電披露　　　　　　※船田元会員から

一年間を振り返り　総括・委員会より一言

倉井章会長

一年間、大変お世話になりました。特に、伴

侶の渡邊幹事、ありがとうございました。

渡邊和裕幹事

会長の夢を実現させるため頑張り、つくして

参りました。文章の作成等、ご指導いただきま

した。この一年間の頑張りを糧に、精進してま

いりたいと思います。引続き、ご指導、お願い

いたします。ありがとうございました。

加藤勝朗Ｒ財団委員長（会長エレクト）

財団のお金をどうやって使うかを考えてくだ

さいと、はじめに言いまして、幸いに、松山会

員の努力によって地区補助金を使いました。ま

た、当クラブの歴史の中で初めて、グローバル

補助金を使っての留学生の申請書を、渡邉有規

会員の努力により出すことができました。今後

もよろしくお願い致します。

伴誠ＳＡＡ

コロナ禍の中で十分な例会運営ができません

でしたが、会長、幹事はじめ、会員の皆様に支

えられて乗り越えることができそうです。イタ

ヤのスタッフの皆さん、副ＳＡＡの皆さん、感

謝、感謝、感謝です。ありがとうございました。

金子　剛プログラム委員長

例会に穴があかなくて良かったとほっとして

います。一年間ありがとうございました。

塚越淳史会員増強委員長

会長、幹事はじめ、会員の皆様のご協力のも

と、新会員 12 名入会されました。皆さんと協

力した１年になりました。

飯泉修一親睦副委員長

コロナ禍で活動やオンライン年忘れ例会もな

かなか思うようにできませんでした。いろいろ

とありがとうございました。

片嶋常隆職業奉仕副委員長

先週の職場訪問、実現出来て良かったです。

外での例会で、皆さんの生き生きとした顔が印

象的でした。ありがとうございました。

鈴木　明社会奉仕委員長

「宇都宮市つながりサポート女性支援事業」

は昨年はじまったばかりの支援事業です。市の

予算もなく、個人的には来年も続けていただけ

ればと思います。ありがとうございました。

手塚正智スマイルボックス委員長

例会では、ほとんど、スマイルをいただいて

いたように思います。一年間、お世話になりま

した。来年も沢山、スマイルお願いします。

松山　栄青少年奉仕委員長

倉井年度無事終了、おめでとうございます。

皆さんに、どうしても知ってほしいことがあり

ます。青少年奉仕員会には、今までローターア

クト、インターアクトが小委員会としてありま

したが、完全にローターアクト委員会は独立し

てしまうことを知っておいてください。

原　賢一会報・雑誌委員長

会報・雑誌の方では皆様に大変お世話になり

ました。引続きよろしくお願い致します。

演奏会　　　　　　　　

　ピアノ　　　　　櫻井 智則　様　

　ウッドベース　　越阪部智彦　様　

　ヴォーカル　　　松岡美代子　様

演奏曲  

　The Girl from Ipanema

　Summerttime　 

　On the Sunny Side of the Street

　My Favorite Things



　What a wonderful world

　You’d be so nice to come home to

＜夜間　最終例会　懇親会　＞

◇乾　杯　パストガバナー　羽石光臣会員

　　　　　　※特別ボトルの四季桜で乾杯　

◇中締め　パストガバナー　太城敏之会員

－ 4－


