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ガバナー補佐訪問

点　　鐘　　加藤　勝朗　会長　

司　　会　　副ＳＡＡ渡辺純（純）会員

◇国歌「君が代」

◇ロータリーソング「四つのテスト」

　　　　※マスクを着用し、心の中で斉唱

◇本日のランチ　チャウダー　ビーフカツ　サラダ　

　デザート

ビジター紹介
　
　　　　　　細谷副会長

◇来訪ロータリアン　

　５名（２クラブ）　累計26,601名

　宇都宮南ＲＣ

　第2550地区第３グループＢ　

　ガバナー補佐	 仲田　俊夫　様（卓話者）	

　　随行	 大島久美子　様

	 川辺　康子　様

	 齋藤　芳哲　様　　

　東京東大和ＲＣ	竹田　光明　様		

◇文星芸術大学　留学生支援室　何揚青　様

	
会長挨拶　　　　　　加藤　勝朗　会長

皆さん、こんにちは。ロータリークラブ活動の

基本哲学は自由平等友愛の精神です。このことは

一歩間違えれば、身勝手でロータリーの調和と統

一を乱すことになる危険性をはらんでいます。そ

れを抑えるのは、会社経営に例えれば社外取締役

や監査役の業務であり、ロータリーで言えばガバ

ナーとガバナー補佐の仕事です。一会員としてガ

バナー補佐訪問を迎えた例年とは違い、本日は会

長として業務監査を受けるので、緊張しています。

仲田ガバナー補佐、本日のクラブ協議会よろしく

お願いします。

◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰

＜米山功労者＞　

メジャードナー　宮下　浩会員（37回目）

幹事報告	 塚越　淳史　幹事

◇ロータリーレート	11月は１ドル148円。

◇本日、例会終了後、第２回クラブ協議会。仲田

ガバナー補佐ご出席のもと、３階蓬莱の間で開

催。理事役員及びローターアクト委員長、並び

に会員、特に入会３年未満の方はご出席を。

◇12月11日（日）地区大会本会議。レターＢＯＸ

にちらし配布。

委員会報告	 　

◇スマイルボックス委員会　　　　炭田委員長

仲田俊夫ガバナー補佐　

　今日のガバナー補佐訪問、よろしくお願いし

ます！

加藤勝朗会長

　仲田ガバナー補佐、本日のクラブ協議会、お

手柔らかにお願いします。明後日３日から８日

まで東武大田原店で栃木県版画協会作家展のた

め６日の清掃活動と８日の例会を欠席しますよ

ろしくお願い致します。

冨貴塚眞人会員

　先日の大人の休日で、予定通り優勝しました

のでスマイル致します。

東京東大和ＲＣ　竹田光明様

　2580地区米山奨学委員の竹田光明です。本日

は、文星芸術大学のカ・ヨウセイさんと一緒に

参りました。よろしくお願い致します。

片嶋常隆会員

　先週の土曜日、娘の結婚式がありました。コロ

ナ禍の中、無事に式を執り行うことができ、感謝

の気持ちで一杯です。お陰様で涙腺崩壊でした。
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第17回例会



◇親睦委員会　　　　　　　　　山﨑委員長

＜誕生祝い・11月＞　

会員誕生　

青木　格次、船田　　元、小林　弘治、

駒場　洋助、松山　　栄、佐々木　正、

谷田　部修

各会員

夫人誕生　　

秋元　吉博、五味渕秀幸、平野　利一、

石田　裕之、菊池　信寿、松本　弘元、

中山　靖之、野口　忠男、

尾野﨑孝夫、齋藤　秀明、轟　		宗雄

各会員の奥様

・ＦＡＸでご案内しましたが、2022-23年度地

区大会記念ゴルフ大会が12月９日（金）に開

催されます。皆様のご参加をお待ちしていま

す。

・本日18時30分～	ホテルニューイタヤ２階但

馬にて親睦委員会開催。

◇社会奉仕委員会　　　　　　　　黒澤委員長

　11月６日（日）「バンバ広場及び二荒山の清

掃活動」を社会奉仕・青少年奉仕・ローターア

クトの３委員会共同でいたします。９時45分現

地集合、10時より開始です。ご参加、ご協力よ

ろしくお願いいたします。

「３分間スピーチ」

山﨑　盛美会員

皆さん、こんにちは。最初に自己紹介いたしま

す。私は1962年昭和37年に宇都宮で生まれました。

宇都宮南校の３回生です。２回生に佐藤市長がお

りましたが、全く存在には気がつきませんでした。

今の足利大学の電機工学科を卒業して、すぐに今

の職場に就職し、今年で勤続37年になります。生

まれてから現在までずっと栃木県内で生活してい

ます。仕事は、病院で医療以外のすべてをやって

おります。支払いや給料計算などの経理、人事的

な人探しから採用まで、又、物品の購入や機械の

修理、建物の修繕などの総務的な事を日々行って

おります。

私のロータリー歴をお話し致しますと、話が

暗くなってしまいますが、９年前の９月に福田治

雄会員と大武功治会員の推薦で入会させて頂きま

した。職業分類は病院事務です。当時家内がガン

の闘病中だったのですが、私が入会した途端に家

内の具合が悪くなってしまい、入退院を繰り返し

まして 12月に亡くなってしまいました。そんな

こともありまして入会しても例会に出るのが精一

杯な状態でした。私は子供が３人おりまして、当

時一番下が小学校６年生で翌年中学入学なのです

が、中学校に給食が無いことに気付きまして３年

間、朝５時半起きで弁当を作ることになりました。

もちろん夕食は今も作っております。そんな感じ

で家事とロータリーの両立を行っております。ロー

タリーの色々な会の活動に参加することが出来な

かったので、皆様との交流も少なく、ロータリー

の事もまだまだ分からないのが事実です。でも最

近、少し余裕が出てきまして、少しではあります

が皆様と交流ができるようになりまして、有り難

く思っております。

３分間スピーチでロータリーの今の自分なりの

感想をお話しますと、もしロータリーに入らなかっ

たらクラブの人達と出会うことはなかったし、色々

な職業のそれなりの立場の人達と話すことはな

かったと思います。ですから入会して、色々な事

を教わり、自分のためにはかなりプラスになって

いると思っております。これからも少しずつでは

ありますが、ロータリークラブの活動にご協力出

来ればと思っておりますので、よろしくお願い致

します。

※次回３分間スピーチは轟　宗雄会員

ガバナー補佐卓話

RI2550 地区第３グループＢ

ガバナー補佐　仲田俊夫様

私は、宇都宮南ＲＣの仲田俊夫と申します。よ

ろしくお願い致します。宇都宮東ＲＣは宇都宮南

ＲＣの親クラブです。辻さんのお父様が特別代表

で、約 40 年経ちました。ありがとうございます。

はじめに自己紹介をさせて頂きます。私は、

1948 年１月生まれの 74 歳です。入会が 1989 年

３月１日で在籍 34 年になります。入会の時に先

輩に「休むな」「断るな」の２つを言われ、それ

をずっと守っております。皆出席を続け、2013-

－ 2－



－ 3－

14 年度にはクラブ会長を受け、財団寄付では４

回のポールハリスフェロー、米山奨学会ではメ

ジャードナーを頂きました。ＲＬＩの勉強会にも

参加しました。非常に勉強になりますので、皆様

も是非受けてください。

私の尊敬する２人の先輩がやはりガバナー補佐

をやっております。飯村年度の時の村上芳弘さん、

太城年度の時の若月章男さんです。本日は、私な

りに佐貫ガバナーのテーマなど、お話したいと

思います。国際ロータリーのジェニファーＥ・

ジョーンズＲＩ会長のテーマは「イマジン　ロー

タリー」です。大きな夢を持って行動を起こすこ

とをロータリー会員に求めているのではないかと

思います。佐貫直通ガバナーは「ロータリーを理

解し想像し多くを達成しよう」という地区テーマ

を掲げました。また、メッセージ（地区方針）と

して

１．	ロータリーの活動を知る

２．	ロータリーの歩み（活動）に参加する

３．	ロータリーで汗を流し皆で社会を支える

をあげ、地区目標には「会員増強」などがありま

す。特に女性の会員の増強を、ということを言わ

れました。

今、多様性という言葉が言われています。世界

ではいろいろと変わってきておりますので、ロー

タリーの世界も変わらなければならないと思って

います。実は、ガバナー補佐になる前に、５つの

クラブの例会を回りました。Zoom、ハイブリッド

で例会をしているクラブもありました。コロナの

時だけで、終息したらやらくなるのでは、という

こともあります。ただ、世界は変わっています。

ロータリーもそういうものを取り入れる努力も必

要なのかもしれないと思いました。

ロータリーの例会は、心地よい場所でなければ

ならないと思っています。ロータリーの活動を

知って、ロータリーの歩みに参加して、ロータリー

を通して社会を支えていくことが必要ではないか

と思っています。実は、足利商業高校の校長を退

職後、栃木県の保護司会の会長をしている友達が

おります。今、保護司になる方が少なく、困って

いるそうです。45 歳から 65 歳までの方なら保護

司になれるとのことです。是非、卓話にいった時

に、話してくれないか、ということでした。これ

も、ロータリーの社会奉仕と思いまして、お話し

ました。例会の時にでもお呼びしていただければ

と思います。ロータリークラブはいろいろな奉仕

をする団体だと思っています。ポリオの撲滅を目

指すポリオプラスなどもあります。後は、佐貫ガ

バナーにお話をしていただくことにして、私のお

話を終わります。今日はありがとうございました。

クラブ協議会（第 2 回）

議長　加藤勝朗会長

進行　塚越淳史幹事

ガバナー補佐挨拶

第３グループＢガバナー補佐　仲田　俊夫様

＜2022-23年度事業計画・活動の報告＞

ロータリー財団委員会　　　　　石川元信委員長

クラブ奉仕委員会　　　　　　　細谷俊夫委員長

プログラム委員会　　　　　　　谷田部修委員長

会員増強委員会　　　　　　　　田原　聖委員長

親睦委員会　　　　　　　　　　山﨑盛美委員長

職業奉仕委員会　　　　　　　　床井光雄委員長

代理　荻原耕三副委員長

社会奉仕委員会　　　　　　　　黒澤佳樹委員長

国際奉仕委員会　　　　　　　　黒崎定美委員長

青少年奉仕委員会　　　　　　　辻　裕司委員長

Ｒ米山記念奨学会委員会　　　　金子　剛委員長

ローターアクト委員会　　　　　薄井　晃委員長

代理　田嶋宏章委員

会場監督（ＳＡＡ）　　　　　石田裕之　ＳＡＡ

代理　山下大介副ＳＡＡ

※ 2022 ～ 23 年度	現況報告書参照（83 頁～）

「ガバナー補佐講評」　仲田俊夫ガバナー補佐　

・財団と米山の寄付について　寄付の集め方には

苦労がある。

・姉妹クラブ　国際奉仕をするためにはやはり

あったほうがいいと思う。

・例会プログラムについて　委員長任せで片寄る

ことがある。委員全員でみつけてほしい。

・親睦について　新しい方が馴染むよう工夫して

退会防止に努めてほしい。

宇都宮東ロータリークラブは歴史あるクラブです。

宇都宮東ロータリークラブというブランドがある

と思います。クラブの歴史、クラブの色を大切に

して、他のクラブの模範になるような委員会活動

をしていただければと思います。

後に佐貫ガバナーがいらした時に、いろいろな

質問をしていただければと思います。本日はこれ

で終わりにさせていただきます。


