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会員数 99 名

出席者数 55 名

2017～2018 年度（第 3247 回会報）

出席率 62.5％

会長挨拶（印出井敏英会長）
皆様、こんにちは。いよいよ私の年度の例会も今日を含めまして 3 回となりました。この一年間、皆
様のご協力・ご指導・ご高配を賜りまして誠に有り難うございました。今、2 年半前の事を思い出します
と、8 月に東海道五十三次を 2 年半 51 日かけて歩く予定にしておりましたので、12 月に会長エレクトの
お話を頂きました時は、お断りを致しました。その後、木村会長・石島会長エレクト・矢嶋パスト会長
の三人が診療所に来られ再要請され、引き受けることになりました。来訪される前に家族と話し合い｢予
想もしない事が今回で 3 回目、2 度ある事は 3 度あると言う事も有るので、どうですか？診療所の方は
心配いりません｣との事も有りましたので、決断致しました。予想もしない事の出来事の１つは、私が卒
業をして 3 年、第一保存学教室の医局長に選出されたことです。私は長男で家督を継がなければなりま
せんでしたので、目標は開業でした。医大の目標は、第一に教育・第二に研究・第三に診療ですので、
教授との関係は悪化するばかりでした。私の結婚式には出席してもらえませんでした。しかし、私の医
局での活動や考え方に中堅や若い先生方は賛同する人が多く、医局を変えてほしいと思う方が多かった
為先輩を押しのけて選ばれました。ここで、トップダウンでは、喜んで仕事をしないばかりではなく、
永く医局に残る先生は少なくなってしまうと言うことを学びました。2 つめは、開業をして 6 年目 37 歳
の時に宇都宮歯科医師会の理事に選出されたことです。委員会の委員長には先輩の先生方も多くいまし
たので、気持ちよく活動して頂く為にはどうしたらよいのか学びました。そして今回が 3 回目でした。
トップダウンでは仕事が上手く進まないばかりではなく、気持ちよく仕事が出来ないといけないと思い
ましたのでサーバントリーダーシップ方針のもと、一年間活動に邁進しました。各委員長さんにも良い
と思うことをどんどん進めて頂き、その結果私が責任を取りますからと一年間の活動をお願いしました。
今回発表の時間は短くて申し訳ありませんが、皆さんの活動報告をお願い申し上げます。
出席祝（出席委員会

長谷川正委員長）

久保井一臣会員（38 年）青木直樹会員（33 年）三柴富男会員（17 年）飯村悟幹事（14 年）
柴田彰夫会員（12 年）渡邊肇会員（3 年）三野輪明人会員（1 年）西村拓浩会員（1 年）
SAA
本日は、ミリオンダラー例会です。ミリオンダラーは、ロータリー財団の基本の一つです。通常の食
事を質素なものして、その差額をロータリー財団に寄付します。ミリオンダラーの由来は、世界中でロ
ータリーの会員が 50 万人を超えた頃 1961 年頃に、例会の食事を月 1 回質素にして、１人 2 ドル節約す
れば世界中でミリオンダラーの資金が出来、それを寄付にまわすと言うことからこの名前がついたと言

われています。差額を寄付させて頂きます。
幹事報告（飯村悟幹事）
先週第３グループ A 会長・幹事会がありました。佐伯ガバナー補佐が、最終例会 6 月 26 日（火）に
ご挨拶に伺うと言われました。当クラブから、今月トロントで開催されます国際大会に 3 名の会員が参
加します。3 名の登録料の支払いをさせて頂きます。本日第 3 グループ AB 会長・幹事会が次年度会長・
幹事と合同で開催されます。印出井会長・岡﨑会長エレクト・熊本さんと私で参加して参ります。ロー
タリー財団寄付の予定額をお陰様で達成することが出来ました。米山記念奨学会寄付額が、もう少しで
地区目標額に達します。どうぞ、宜しくお願い致します。
岡﨑善胤会長エレクト報告
本日、レターボックスに次年度委員会構成表を入れさせて頂きました。是非ご確認のうえ、ご協力をお
願い申し上げます。本日も例会終了後、次年度委員長さんとの引き継ぎをして頂けますよう宜しくお願
い致します。
国際奉仕委員長（善林隆充委員長）
消防自動車の出航が、7 月 6 日東京港を出発する事になりました。2 週間ぐらいで現地到着、7 月中旬
頃です。この間、喜谷さんの会社に約 1 年間車をおかせて頂き、本当に有り難うございました。
ニコニコボックス委員会（菊池芳幸委員）
結

婚

祝：荒井規雄会員

快 出 席 祝：渡邊肇会員 青木直樹会員 三柴富男会員 久保井一臣会員 飯村悟幹事 柴田彰夫会員
奥様誕生祝：岸本卓也会員
プログラム紹介（プログラム委員会

宮本隆昌副委員長）

松本委員長が先週転勤になりましたので、私がご紹介をさせて頂きます。今週と来週、一年を振り返
ってと言うことで、各委員長さんに 1 年分の報告をして頂きます。今日はクラブ奉仕部門の委員長さん
にお願いをしております。来週は、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の委員会の方々にお願
いを致します。
卓話｢一年を振り返って｣
副会長

クラブ奉仕委員会 町田卓大委員長

クラブ奉仕委員長、今年は副会長を兼ねております町田です。クラブ奉仕委員会というのは、クラブ
会員が関わるクラブ奉仕、委員会で構成されています。いかにクラブが活動をしたかが重視されると
思います。会長より今日の発表は、各委員長さんに一人ずつ発表して頂くようにと言うことで 10 委員
会の委員長さんにお願いをしております。宜しくお願い致します。
職業分類・会員増強委員会

永井宏樹委員長

一年間、大変お世話になりました。期首 104 名でスタートし、6 月 1 日現 100 名です。残り 3 週間で
ですが、退会予定 2 名・入会待ちの方 6 名・ロータリー情報待ちの方が 1 名いらっしゃいます。私み
たいな若輩が大役を仰せつかりました。30 代の会員増強と言うガバナー方針もございましたので、予
算を使わせて頂きパンフレットを作成致しました。30 代の仲間の所に配らせて頂きましたが、玉砕し
ました。実績に結び付けることは出来ませんでした。同世代で活動を活発にしている方ほど、そちら

の活動が多いです。委員長も今月で終わりですが、貴重な経験を糧に若い方の入会に活動をして参り
たいと思います。皆様のお陰で何とか 1 年間を終える事が出来ました。有り難うございました。
会員選考委員会

増渕好次郎委員長

1 年間、大変お世話になりました。会員選考で｢この人は良い。この人は悪い｣と言うことは、ほとんど
ありません。皆さんから入会申請を受けた方は、理事会あるいはロータリー情報委員会の方々に判断
をして頂き、又幹事さんにもお世話になりながら委員会に書類が回ってきます。皆さんのご推薦を、
そのままお受けする形です。今年は 8 名の新入会員の選考をさせて頂きました。永井委員長のお話の
様に、7 名の方の入会が予定されています。又何名かの方が次年度の選考になってゆくと思います。一
年間大変お世話になりました。
ロータリー情報委員会

藤井昌一委員長

ロータリー情報につきましては、大きく分けて 2 つのミッションがございます。１つは、新入会員に
対してのオリエンテーションです。これにつきましては、理事会終了後、素早く済ませることを心が
けさせて頂きました。簡単な小雑誌を作りまして、宇都宮ロータリークラブの特色という所を主体に
オリエンテーションをさせて頂きました。2 つめのミッションは、すでに会員の皆様にロータリーの知
識を深めて頂くという事で、本年度 3 つ活動を考えさせて頂きました。１つ、テーブルミーティング
を通じてロータリーの知識を深める。2 つめ、クラブフォーラムを年 2 回開催、活発なご意見を頂きな
がら知識を深めて頂く。３つめ、ミニ卓話・ミニ情報を例会時に少し時間を取って頂き提供をすると
いう事でしたが、今年は出来ませんでした。75％の成功で 25％の赤点かな？と思いますが、一応合格
点かと思っています。ロータリー情報委員会の皆様には、大変ご協力を有り難うございました。
クラブ定款細則・クラブ誌編纂委員会

木村正樹委員長

委員会の中では、非常に長い名前の委員会です。昔から名前のある委員会です。最初にクラブ定款細
則の見直しをさせて頂きました。RI の定款は、時々変わります。それが当クラブの定款細則にそぐわ
ない部分が有りますので、昨年の今頃諸先輩の所に毎日の様に行かせて頂き、お話を伺いました。これ
から次の委員長さんに、次の方法をご報告させて頂きたいと思います。初めは、何処から手を付けて良
いのか分かりませんでした。その当たりの資料を残しますので、よろしくお願いいたします。皆様のお
手元にお願い事の用紙を置かせて頂きました。また皆様に本日ファックスをさせて頂きます。皆様の古
いお写真メモ等ありましたら、私までご報告頂ければと思います。一年間、どうもありがとうございま
した。
出席委員会

長谷川正委員長

委員長が一番嫌なのがガバナーの公式訪問です。宇都宮ロータリークラブは、大変出席率が悪いので
ガバナーより「出席率を上げろ」というような言葉をお聞きしました。本年太城ガバナーからは、一切
それがなく職業奉仕の重視を言われたので、ほっとしました。私が委員長を受けた私の誕生日７月４日
の出席率 80％でした。今期あと 2 回例会がありますが、80%を超えることは？今期最初の例会は、出
席者数 76 名、会員数 104 名のスタートでした。7 月の出席率は 70.57％でした。そこから出席率が下
がり 10 月 24 日 56.2％、出席者数 50 名でした。テーブルに、会員が 1 人か 2 人というテーブルが見え
た例会でした。月平均で最悪な月は、11 月 63.3％でした。5 月末までの平均は 67.89％、個人的には
70％と予想しておりました。あと 2 回例会が有りますので、頑張って出席率を上げていきたいと思って
おります。本年色々有難うございました。
クラブ会報委員会

渡邊肇副委員長

後藤委員長が 4 月にご栄転になり私が代行を務めさせていただきました。クラブ内の情報を中心に会
員相互の親睦と奉仕活動のために興味深い内容をスピーディーに正確に整理して作成・提供するという
方針の元、今年度 5 名でスタートしました。そして 3 名の方が新たに加わりましたが、3 名の転勤があ

り結果 5 名です。スタート時から残っているのは、小林会員と私 2 人です。サイトでは 5 月 22 日まで
の会報 40 回迄が掲載されておりますが、運用がうまく回らずいくつか会報が未だ未掲載となっており
ます。本当に申し訳ございません。3 月以降の会報に関しましては、一部卓話の内容を確認される方も
おられますが、次週例会までに今回の会報を発行するというペースに戻ってきております。皆様のご尽
力の成果と実感をしております。当委員会の反省点は、いくつか発行出来なかった事です。いくつか課
題があった中で、懇親・交流を深め運用マニュアル作成を皆様と共有をはかれた事は、一つの成果では
ないかと考えております。一年間ありがとうございました。
雑誌・広報委員会

草野英二委員

本日は、佐々木委員長が不在の為代理で発表をさせて頂きます。雑誌広報委員会としまして、ロータ
リーの友に大きなイベントの一つを掲載させて頂きました。昨年 11 月 4 日東日本大震災復興支援の一
環、第 5 回宇都宮気仙沼さんま祭りです。宇都宮法人会との協賛でした。気仙沼よりさんまを 2000 匹、
フカヒレスープを 1300 食取り寄せ、ふるまいました。インターアクター30 名を含む総勢 100 名で準
備にあたりましたが、開始直前に 200 名の行列ができる程の人気でした。このようなイベントは、長く
継続してゆくべきかと思いました。昨今のニュースによりますと、さんまの水揚げが非常に減っている
という事で危惧しております。
プログラム委員会

宮本隆昌副委員長

松本委員長より一年間の活動のまとめと言う原稿を頂いておりますので、読ませて頂きます。多くの
会員から卓話候補者を紹介して頂いたので、外部招待卓話を多く実施する事が出来ました。ただし、予
算は上限ぎりぎりまで使ってしまいました。特に会長には楽しい例会にというコンセプトに沿った卓話
者を数多く紹介頂き、普段馴染みの無い分野のお話・お琴・落語・民話等バラエティにとんだプログラ
ムになったのではないかと感じております。その他、多くの会員の皆様にも卓話者の紹介や会員卓話の
ご協力を頂き感謝申しあげます。招待卓話が多くなった一方で、会員卓話が余り出来なかった事は、反
省点です。会員間の親睦を図る為にも、次年度は是非会員卓話の充実を図って頂きたいと思います。
親睦活動委員会

矢治和之委員長

会員の皆様の親睦が図れるような事業を 1 年通してやるという事で、委員会は活動をしてきました。
毎月の記念日の発表・品物の手配・親睦ゴルフの企画等をしました。11 月 23 日、宇都宮カンツリーク
ラブで親睦ゴルフを開催致しました。前日からの大雨で 16 名程の申し込みが有りましたが、実際ご参
加頂いたのが 8 名でした。12 月 19 日のクリスマス会は印出井会長の方針で、奥様のご参加は奥様に準
ずるという事で開催させて頂き、会員 50 名と奥様が 12 名の参加でした。5 月 20 日に第 2 回親睦ゴル
フを開催、5 月 23 日は東京ロータリークラブの例会を訪問させて頂きました。この事業は平日という
ことで参加は難しいかな？と思ったのですが、16 名の参加で行ってまいりました。東京ロータリーク
ラブの皆さんにはご親切にして頂き又色々と話しかけて頂きました。親睦活動委員の皆様に大変助けて
頂き、無事終えることが出来ました。一年間、有り難うございました。
ニコニコボックス委員会

菊池芳幸委員

金成委員長に代わりましてご報告申し上げます。一年間を通して多くのご奉仕を頂きまして有り難う
ございました。委員会では、例会で本人誕生祝・結婚祝・快出席・奥様誕生祝・その他のご奉仕の集金
並びにご奉仕の内容を発表して参りました。本年度のニコニコボックス委員会の活動を通じまして気付
いた点をご報告させて頂きます。ご奉仕を頂いた方の名前の発表に際し、名前の読み方確認・ふりがな
を付けました。今後出来ましたら名前を記入する時、ふりがな記入欄を設けて頂けるとスムースに行く
のではと思いました。次に例会前のご奉仕の集金です。ニコニコボックス委員会は、4 人でスタートし
ました。出席が中々スムースに出来なく、ご迷惑をお掛けしました。この委員会の場合は、出席の向上
に務めなければと思いました。その他のご奉仕です。中々その他のご奉仕の発表が少なく、今後私は些

細な事でも報告させて頂こうと思います。その他のご奉仕を増やせば、ロータリー活動の力にもなると
思っています。是非、今後とも宜しくお願いします。

＝今日の食事＝
カレーライス（ドライ風）
サラダ

福神漬

＝卓話予定＝
【6 月】

6 月 12 日

1 年を振り返って

6 月 19 日

1 年を振り返って

6 月 26 日

1 年を振り返って

会報担当：菅谷 隆臣 会員
画像担当：増田 仲夫 会員

印出井敏英会長

飯村悟幹事

