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ロータリー年間行事 8月…会員増強・拡大月間　9月…基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間　10月…経済と地域社会の発展月間・米山月間　11月…ロータリー財団月間
12月…疾病予防と治療月間　1月…職業奉仕月間　2月…平和と紛争予防/紛争解決月間　3月…水と衛生月間　4月…母子の健康月間　5月…青少年奉仕月間　6月…ロータリー親睦活動月間

会　　長 加藤　勝朗 幹　　事 塚越　淳史 会報・雑誌委員長 関　　元明

2022-2023年度　国際ロータリーのテーマ

IMAGINE ROTARY 宇都宮東ロータリークラブ会報
国際ロータリー 第2550地区

http://www.ri2550uerc.gr.jp/

佐貫直通ガバナー公式訪問

点　　鐘　　加藤　勝朗　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

◇本日のランチ　和定食

ビジター紹介
　
　　　　　　細谷副会長

◇来訪ロータリアン　

　４名（２クラブ）　累計26,606名 

　ＲＩ第2550地区　ガバナー  

　　佐貫 直通 様 （宇都宮陽東ＲＣ）

　ＲＩ第2550地区第３グループＢガバナー補佐

　　仲田 俊夫 様（宇都宮陽南ＲＣ）

　宇都宮陽東ＲＣ　ガバナー随行　

　　丘　 孝夫 様    高栁 代造 様

 
会長挨拶　　　　　　加藤　勝朗　会長

皆さん、こんにちは。今年度の会長方針は「ロー

タリアンの権利を行使しよう」としました。この

方針は、佐貫ガバナーの背中を見て、決めたもの

です。佐貫ガバナーの「メークアップの薦め」と

いう「ロータリーの友」への投稿を読んで、ロー

タリアンの権利を行使する事こそがロータリアン

の義務を果たすことだと理解しました。ロータリ

アンだからできる事、ロータリアンにしかできな

いこと、今日は背中からでなく正面から学ばせて

いただきます。本日の卓話、クラブ協議会で皆さ

んと共に親しく佐貫ガバナーとロータリーについ

て学べることを嬉しく思います。本日はよろしく

お願いします。

◇バナーの交換

　佐貫ガバナー＆加藤会長

◇花束の贈呈

宇都宮東ＲＣ夫人の会 福田泰子会長から佐貫

ガバナーへ

◇Ｒ財団より表彰　

　＜メジャードナー＞

　宮下浩会員　　

　レベル２（寄付累計25,000ドル以上）　

　　※記念品は佐貫ガバナーから授与

新会員紹介 　　　　　　紹介　石田会員

氏　　名　小篠　庸宏

          （こしの　のぶひろ）

年　　齢　48歳

事業所名　小篠酸素㈱

役　　職　代表取締役

職業分類　高圧ガス販売

所在地　　〒321-0111　宇都宮市川田町796-２

電話番号　028-633-0224

ＦＡＸ番号　028-636-7020

推薦者　　石田　裕之会員　　田原　聖会員

※バッチは佐貫ガバナーから授与

幹事報告 塚越幹事

◇例会終了後、この部屋にて記念撮影。その後、
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佐貫ガバナーを囲んでの炉辺会合開催。会場は

４階桜の間。理事役員、全ての委員長、会員、

特に入会３年未満の方はご出席を。

◇来週11月22日（火）は定款第７条第１節（d）

よる休会。

「３分間スピーチ」

渡邉有規会員

佐貫ガバナー公式訪問の大切な例会の時にお話

をさせていただく事になり、大変に有り難く思い

ます。

入会は、1995 年（平成７年）１月 10 日で、和

室でのイタヤの新年会の時で、今でもよく覚えて

います。同期は石川元信会長エレクト、片山会員

です。また亡くなった田嶋章夫君とは、同じ日に

入会した同期の桜です。二人で私のスポンサーの

岩島さんに連れられて、各テーブルを緊張し、正

座をしながらお酒を注ぎ回ったのを覚えています。

39 歳で入会をした私も、今、66 歳です。入会し

た時はまだ会社設立６年目。仕事ばかりを一所懸

命、365 日、24 時間１分１秒、60 兆の細胞のす

べてをかける、その思いで、建築設計デザインに

勤しんでおりました。岩島さんと亡くなった雅秀

殿の膝附社長が私のスポンサーです。私の視野を

大きく広げてくれたのがロータリークラブだと感

謝しております。

我が社について少しだけお話いたします。我が

社の使命は、夢を預かる、未来を預かる、人生を

預かる、そして命を預かるということです。託し

ていただいた志に、建築、企画、設計、デザイン

への最大の情熱を持ってお客様の夢とビジョンを

実現する、という想いです。最高の建築を創ろう

というのが私の想いです。これからも、よろしく

お願い致します。

※次回３分間スピーチは田崎信孝会員

委員会報告 　

◇スマイルボックス委員会　　　　炭田委員長

佐貫直通ガバナー

　よろしくお願い致します。

仲田俊夫ガバナー補佐　

　よろしくお願いします。

菊地正幸会員

　藍綬褒章を受賞いたしました。皆様に感謝

です。

ガバナーアドレス（卓話）

ＲＩ第2550地区　ガバナー 佐貫直通　様

皆さん、こんにちは。こちらのクラブに来ます

と、私は宇都宮陽東ロータリークラブのチャー

ターなので、自分の古巣に感じるようなところも

あります。本年度ガバナーとしてスタートして、

ロータリーはすでに変革の時代に入っていた、と

いうことが私の実感であります。メークアップ、

ローターアクトなど、変わってきています。それ

が我々にマッチングしているのかどうか、という

ことも考えなければならないと感じています。

－　パワーポイントに沿って説明　－

成長する都市、衰退する都市、自然淘汰する都

市と日本全体が大きく変わってきています。成長

する都市、成長する地域であるためには、何かア

クションを起こさなければならない。今のロータ

リーもそうではないかと感じます。何かアクショ

ンを起こしながら進めて行かなければロータリー

も活性化が出来ない。メンバーが少なくなれば、

奉仕活動もなかなか出来なくなってしまうことも

あるかと思います。ロータリーの７つの重点項目

のひとつに社会の経済発展があります。ロータリ

アンの皆さんが力を合わせて取組めば、栃木県、

宇都宮市、まだまだ発展していくと思います。

ガバナー訪問に訪れますと「うちのクラブは高

齢のメンバーが多いんです」ということを聞かさ

れます。私は、そうではなく、健康寿命であれば、

高齢者でも良いと思います。元気で楽しく、ロー

タリアンとして若い方と一緒にスクラムを組んで、

奉仕活動が出来ればと思います。また、楽しんで

ロータリー活動をすると健康寿命も延びると思い

ます。

ジェニファーＥ・ジョーンズＲＩ会長は

「Imagine Rotary（イマジン ロータリー）」という

ことで、「想像してください ポリオのない世界

を」「想像してください 安全な水を飲める世界

を」等を打ち出しております。７つの重点項目に

ついては、お分かりになっていないメンバーも多
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くいらっしゃると感じております。マイロータ

リーに書いてありますので、一度見ていただきた

いと思います。

ＤＥＩ（インクルージョン）については理解しに

くいところがありまして、私もどう説明したらよ

いか、どのように考えたらよいのか悩みました。

※Diversity（ダイバーシティ）：多様性

　Equity（イコリティー）：平等さ、公平さ

　Inclusion（インクルージョン）：包括

動画の中で会長は、ＤＥＩを取り入れる事が会員

増強のカギにもなるということをおしゃっていま

す。ＤＥＩとは、持続可能な、良い変化を生むた

めの不可欠な考え方と、私は考えました。そのこ

とにより、差別などの壁を取り除くと会員増強と

同時に会員の維持にも繋がると思います。

・ガバナーの職に付いた方：ロータリーの友、Ｒ

Ｉ研修、米山関係、財団、いろいろな方面でご

活躍している方が大勢いることを感じました。

・ハラスメントの防止：これを注意しながらクラ

ブ運営の管理をしなければいけない時代に入っ

てきたというのが実感です。

・地区方針：現況報告書に記載してあります。わ

かりやすい言葉で書きました。2550地区におい

ては伝統・歴史のあるクラブと新しいクラブが

混在しています。まずは、新しいクラブの方々

にわかりやすい表現に致しました。

・メンバーについて：ＲＩからは、男性、女性を

問わない会員増強をしてください、ということ

です。入れるか入れないかは、各クラブの考え

方で、クラブが主体となって決めてくださいと

おっしゃっています。

・ロータリーとは何かと問われた：ＲＩの動画を

見ていただきたいと思います。

・ポリオプラス：ポリオはウイルス疾患。我々の

浄財でワクチン等が提供されています。続けて

いかなければならない奉仕活動です。ポリオ

カードを使って買物をした場合、その０．３％或

いは０．５％が寄付になります。地区大会の時、

コーナーを作る予定ですので、是非、カードを

作っていただければと思います。

・一年交換留学生のサポート

・ウクライナ支援活動

・ＩＴ化：ホームページを一新し、その中に月信

を作りました。月信は、宇都宮陽東ＲＣメン

バーがボランティアで取組んでいます。出来る

だけ情報を入れて欲しいとお願いしています。

ホームページの刷新、月信のオンライン配信、

オンライン会議、日本は遅れていると言われて

います。追いついていくためにも皆さんに取組

んでいただきたいと思います。

・情報の共有化：コロナ禍でロータリーの情報

がいかなかったということがあり、今年度特

に、ロータリーの情報を共有して貰おうという

ことで取組んでいます。ＲＩの情報はマイロー

タリーで、日本のロータリー情報は友をご覧に

なっていただきたいと思います。

・ローターアクトについて：ロータリーの会員と

は、ロータリアンとローターアクトを指すとＲ

Ｉ会長は言っています。“ローターアクトがク

ラブに来た時にはメークアップをさせてくださ

い”“ローターアクターが国際ロータリー委員

会の委員になれるとなりました”“ローターア

クターがＲＩ会費を払うようになりました”

・加藤会長方針「ロータリアンの権利を行使しよ

う」：ＲＩ会長の「居心地の良いクラブ」を作

りあげる中の一端にも繋がってくると思います

ので、皆さんで力を併せて取組んでください。

・コロナで開催出来なかった大会、セミナー等：

今年は活発になっていますが、注意しながら開

催してください。

・地区大会：12月９日ゴルフコンペ、10日指導者

講習会、11日本会議。コンベンションセンター

を設計した隈研吾さんに来ていただけることに

なりました。

・国際大会：メルボルン大会が５月27日にありま

す。

・次年度ＲＩ会長：二人目の女性の会長（ステ

ファニー Ａ． アーチック氏）です。

ロータリーの歴史と伝統、これを守りながら新

しい方法を探らなければいけない、ということを

感じて、６月一杯までさらに頑張っていきますの

でよろしくお願い致します。

※ＲＩ会長、ＤＥＩ、メルボルン大会等、幾つか

動画をお貸しいただいています。

◇謝辞◇点鐘

◇記念撮影

クラブ協議会（第３回）　

炉辺会合　　　　

RI2550地区　佐貫直通ガバナーを迎えて

 進行　塚越淳史幹事

 司会　佐貫直道ガバナー

クラブ会長挨拶 加藤勝朗会長



ガバナー補佐挨拶 仲田俊夫ガバナー補佐

会員からの質問

・ローターアクトについて　ローターアクターの

例会出席、ＲＩへの会費、地区への分担金、海

外のローターアクトの状況等

・他クラブへのメークアップについて

・退会防止策・会員増強について

会員からの質問に対して、佐貫ガバナーから貴

重なご意見、ご助言を頂き、大変有意義な炉辺

会合となりました。
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