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出席率 69.7％
矢治和之委員長）

斗六北区 RC）

会長挨拶（印出井敏英会長）
皆さん、こんにちは。今日も前回に続きまして各委員長さんの皆さんから１年間の活動報告を発表し
て頂きます。次回は最終例会となり、佐伯ガバナー補佐がお見えになります。多くの会員様のご出席をお
願い申し上げます。前回は会長職を何故引き受けたかをお話しましたが、今回はどのような目標を持っ
て１年間活動をしたのか、お話をします。１年前の７月４日第１例会に「１歩前に進みましょう」とのス
ローガンを揚げお話を致しました。その時は発表しませんでしたが、次の様な目標を秘めてスタートし
ました。１番目の目標は、クラブ活性化のために次世代を担う若い人々を出来るだけ委員長等に登用し、
経験を積んで頂くようとの思いと、地区委員を１人でも多く推薦し、地区への協力と宇都宮 RC のレベ
ルアップをはかりたいと考えました。２番目の目標は、スローガンの「進みましょう」という事は、変化
しましょうとの意味も含んでいるのですが、奉仕活動などの行動の変化のみではなく、会員皆様の心の
意識も変化して、未来を見すえた思考をして頂くことです。つまり会員全員が一致団結して、ガバナー方
針や RI 会長方針に添えるように努力し結果を出していきたいと考えました。そうすることにより、リー
ダークラブとして他のクラブから尊敬されると考えています。３番目の目標は、全員、特に役員・理事・
委員長さんが気持ち良く心を込めて活動して頂くために、又各自が自由な発想で活動をして頂くために、
全ての結果責任は私が取ると決めました。そうすることで活動がしやすく、絆が強くなると考えました。
４番目の目標は、会長の挨拶はなるべく短くしようと考えていた時、ある人から「会長さんは、何時も挨
拶しなくても良いと思いますよ」とアドバイスを受けましたので、会長挨拶は必要最小限とさせて頂き
ました。又話しの中に、私の経験や考え方などを含んで話しをさせて頂きました。その理由は、ロータリ
ークラブはお互いに心と心を通じて友情を基本として活動するものだと考えており又、男と男のいきな
約束だと思うからです。この様な考えで一年間会長職を務めさせて頂きましたが、力不足で一部の会員
の方々には、ご期待に添えることが出来ませんでした。役員・理事・委員長の皆様には、いやな思いもあ
った事と思いますが、全て私の未熟な事とお許し頂けると幸いです。どうも有り難うございました。
新入会員紹介（篠崎昌平会員）
本日ご入会の吉田範行さんをご紹介致します。推薦者は、﨑尾会員と私篠崎です。吉田様は、東京ガス
(株）宇都宮支社の支社長さんです。お生まれは昭和４５年、現在宇都宮市陽東に住まれているそうです。
ご家族は、奥様とお二人のお子様です。ロータリーは、今回初めてとのことです。ご趣味は旅行、スキー

の腕前は２級です。大学で建築科を出られましたので、建物探訪にご興味があるそうです。
吉田範行様
東京ガス（株）宇都宮支社 支社長
ご家族：奥様
趣

お子様

味：旅行（建物探訪）

スキー

ゴルフ

委員会：親睦活動委員会

新入会員紹介（町田卓大副会長）
戸田博之様をご紹介致します。SMBC 日興証券(株）宇都宮支店支店長さんです。趣味はお酒とゴルフと
のことです。ロータリー歴は、宇都宮 RC で４つめだそうです。
戸田博之様
SMBC 日興証券(株)宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様
趣

味：ゴルフ

お酒

所

属：親睦活動委員会

幹事報告（飯村悟幹事）
来週のご案内です。例会 12 時 30 分通常通りですが、夕方 18 時より第 6 回クラブ協議会を東武ホテ
ルグランデで行います。委員長さんは、現況報告書をお持ちになりご参加頂ければと思います。協議内容
は、1 年を振り返ってです。例会が来週今年度最後となりますので､多くの会員の方のご参加をお願い致
します。
岡﨑善胤会長エレクト報告
本日 18 時より、東武ホテルグランデにおいて 2018－2019 年度宇都宮ロータリークラブの第 1 回クラ
ブ協議会を実施致しますので、対象となります会員様のご出席の程 お願い申し上げます。
青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）
毎年インターアクトの台湾研修に行かせて頂きますが、その時に何時もお世話になっている国際ロー
タリー第 3470 地区パストガバナーの息子さんが来日されました。日本で勉強又就職したいと話していま
す。ご挨拶を頂きます。
Sunny

Chen 様

宇都宮ロータリークラブの皆様、こんにちは。台湾 3470 地区ガバナーの国際地区補佐のサニーと申し
ます。今日は熊本さんに誘われて、宇都宮ロータリークラブ例会の勉強に来ま
した。2013 年にインターアクト学生を引率して、委員長の熊本さんが交流に
いらっしゃいました。その時、ガバナーの父に 2550 地区のインターアクト訪
問と学校交流イベントをアレンジしました。その後、国際交流活動が続いてい
ます。エックスチェンジの参加者も増えました。ご協力して頂いた宇都宮ロー
タリークラブのロータリアンとそのご家族様に感謝しております。これから
も両地区ばかりで無く、両国の交流を宜しくお願いします。有り難うございました。
米山記念奨学会委員会報告（草野英二会員）

一昨日、市内のホテルニューイタヤで米山 2018 年度第 1 回地区委員会がございました。午前中は、今年
度の当地区行事全般の説明がありました。午後は、宇都宮大学・作新学院大学他 10 大学に留学している
20 人近くの学生さん達が見えまして卓話の研修をしました。皆さん、日本語がとてもお上手でした。以
上です。
ニコニコボックス委員会（重信猛雄委員）
結

婚

祝：青木栄久会員

快 出 席 祝：西村拓浩会員
奥 様 誕 生 祝：重信猛雄会員 齋藤一郎会員
森田浩敏会員：この度、事務所創立 50 周年を迎えることが出来ました。
CD テーブルミーティング残金：
卓話｢一年を振り返って｣
職業奉仕委員会

大矢裕啓委員長

職業奉仕委員会並びに 100 年委員会、併せまして本年度のご報告をさせて頂きます。
昨年度までは、青少年奉仕グループの傘下に 100 年委員会がありました。今年は職業奉仕グループに
入り、我々の職業を通じて報告させて頂きます。中学校 3 校の講話実施でした。これは宮の原中学校
で医療系・医者を目指すグループの子供達に、お話をして頂いている様子です。印出井会長にも 5 回、
この会に参加して頂いております。これは、美容師がドライヤーを使用している様子です。このクラス
が、一番活気がありました。真剣の度合いが高かったです。旭中学校で行われた「職業人に学ぶ会」で
は、(株)アキモの桜井さん、当クラブの酒井会員 池田会員に、お話をして頂きました。毎年旭中学校
さんから、苦労話や成果又どの様なスキルが必要か？等のお話をしてほしいと依頼があります。宮の原
中学校さんからは、生徒さんから「この様な職業に就きたい」と医療関係・プロスポーツ・警察・幼児
教育・獣医・マスコミ・農業・大工・パティシエ等のアンケートがありました。当クラブに講師がいな
い職業につきましては、会のネットワークを通じて講師の派遣を仲介しました。今回 2 月 1 日には、
宮の原中学校と泉ヶ丘中学校からの依頼が重なってしまい大変でした。泉ヶ丘中学校の先生が以前、宮
の原中学校在職中にこの授業を知り「自分が 1 年生の学年主任になった時は、是非この授業をやりた
い」とロータリーの事務局に電話を下さったという事です。講師の派遣で、我々の活動が広がってきて
いるところです。含蓄のある話や体験談職業倫理を話して頂き、子供達も多くを感じ取れたのではと思
っております。昨日、次年度へと引き継ぎをさせて頂きました。100 年委員会の応援という事で、私も
まだまだやり残した部分も有りますので、サポートとする形で次年度のバックアップをしたいと考え
ております。有り難うございました。
社会奉仕委員長

明賀一博委員長

今年 1 年間社会奉仕委員会の活動にご協力を頂き、有り難うございました。募金活動は、7 月に「みや
祭り」に 10 万円寄付させて頂きました。又 7 月九州北部の豪雨へ会より 10 万円・花と緑のまちづく
りに 3,000 円、12 月に NHK 歳末助け合い運動に会より 10 万円、4 月花と緑のまちづくり 3,000、計
306,000 円を寄付金として社会奉仕から出させて頂いております。皆様からの募金額は、149,000 円で
した。さんまプロジェクトとして 157,000 を寄付させて頂きました。11 月に宇都宮気仙沼さんま祭り
として、市内ふれあい広場でサンマを約 2,000 匹焼き、市民の皆様にふるまいました。これは、クラブ
からのお金と財団の補助金・法人会からの協力金を合わせまして行いました。サンマを食べて頂いた
か方からも、ご奉仕を頂きました。それを資金に、12 月きずなプロジェクトとして「きずな学園」で
のクリスマスパーティーを行いました。4 月に足尾の植樹祭で約 100 本の植樹をして参りました。今

年 1 年を振り返ってみますと、11 月 4 日のさんま祭りは、宇都宮市民の皆様に対しての奉仕活動を皆
でさせて頂きました。その時集めた募金を、次のきずなプロジェクト子供達への奉仕活動、最後の植樹
は栃木県特有の場所で栃木の歴史に対する社会奉仕が出来たのかな？と自分なりに整理しております。
予算は当初 50 万円でした。少ないと協議会で増額をお願いしましたが、結果 39 万 6 千円弱と何とか
上手くやりくりできたかと思っております。今年度引き継ぎました時、前年度より少しでも良いよう
にとの思いでした。次年度へ良い形で引き継ぎ出来ればと思います。インターアクトの皆さんには職
業奉仕という形で、又皆様にもご協力を頂きまして無事終えることが出来、感謝申し上げます。
１年間どうも有り難うございました。
青少年奉仕委員会

熊本勇治委員長

１年間、高校生達は本当に喜んで奉仕活動に協力して下さり、又これにより少し成長されたのではと
思っております。次年度も宜しくお願い致します。8 月 19 日・20 日に全国アクト研修会に協力させて
頂きました。研究会では、提唱している宇都宮女子高等学校しらゆりインターアクト会長や、フランス
に 1 年間交換学生として派遣されていた生徒がパネリストとして堂々発表した事を覚えております。
交換学生からは､10 ヶ月間楽しく充実した日々を送れたと報告を頂いております。短期交換では、サン
ラフェールロータリークラブから 2 名の方がお見えになりました。書類関係・受け入れに関しまして、
青少年奉仕委員会の方で、パックアップをさせて頂きました。危機管理の問題・交換学生の今後の地区
外の届け出等の制約がありました。それに関して、大学生がロータリアンと共に行動をして色々制約
を受けるというのも、難しい話ではないかと思います。この青少年交換プログラムを使うに当たり、
色々課題が残っております。それを宇都宮ロータリークラブとサンラフェールロータリークラブで、
検討をしてゆくべきだと思います。その辺りのご意見を皆様から頂ければ、有り難いと思います。ライ
ラに関しては、大和ハウス様より 2 名様・新井会員より 1 名様・トヨタカローラ栃木様より 1 名様に
ライラ研修に参加をして頂きました。次年度は、今年の 11 月 23 日から 25 日の 3 日間、開催されます
ので宜しくお願い致します。インターアクトに関しましては、7 月から 1 年間過密のスケジュールでさ
せて頂いております。7 月には会長幹事に各学校に訪問して頂き、1 年間の計画・資金の使い方等計画
を立てていきました。それに対しての文化祭・社会奉仕への協力（さんま祭り）
・年次大会・地区大会
に参加をして、リーダーシップの養成や奉仕活動という分野の勉強をして頂きました。今年 2 月には
台湾からのインターアクターとの交流、又こちらから台湾へ行き現地のインターアクターとの交流、
そして国際理解等させて頂きました。4 月の足尾の植樹祭では、社会奉仕委員会とのタイアップをさせ
て頂きました。5 月には、高校生ライラで 16 名の参加になり登録費が 3 倍になってしまいましたが、
皆さん成長されたと思います。今日は、有り難うございました。
国際奉仕委員会

善林隆充委員長

本日、昨日地震の有った大阪から帰ってきました。良く帰ってこられたと自分でも不思議に思っていま
す。昨日の今頃は「明日は多分、例会に出席出来ない」と思っていましたが、奇跡的に帰れました。国
際奉仕の 1 年間を振り返りますと、3 年前の消防自動車寄贈プログラム立ち上げから携わりました。昨
年の 3 月には、消防自動車を頂きに行きました。前半は、この事業のグローバル補助金申請の準備に時
間を費やしました。その発表が今年の 1 月迄無いという事で、補助金を断念し地域で輸送する方法を考
えました。先週例会でお話をさせて頂きましたが、来週消防自動車 3 台、黒磯から 1 台、計 4 台の車が
宇都宮を出、7 月 6 日の船便で日本を出発します。7 月中旬から下旬に頃には、タイへ寄贈が出来ると
思います。寄贈式はすでに済んでおりますので、現地に運ぶだけです。何とか役目は達成出来たかと思
います。国際交流では、昨年 8 月にサンラフェールロータリークラブから留学生が来ましたので、受け
入れをさせて頂きました。米山と財団への寄付も達成しておりますので、ご報告致します。
阿部欣文ロータリー財団委員長

ロータリー財団の阿部です。1 年間、有り難うございました。1 年間 1 人 150 ドルという目標額があ
ったのですが、印出井会長の強いリーダーシップのおかげで達成しました。１人当たり約 170 ドル
の数字になりました。本当に、1 年間有り難うございました。
三井勝滋米山記念奨学会委員長
米山記念奨学委員会の報告をさせて頂きます。今年度米山は、文科省から財団法人の許可を得まし
てから 50 周年となります。１人当たり 18,000 円の目標額をクリアーしました。募金 474,342 円集
まりました。皆様のご協力を有り難うございました。特に在籍の長い会員様に、温かい言葉をかけて
頂きました。三原副委員長・森田委員・鈴木委員・稲野委員、1 年間お疲れ様でした。皆さん、有り
難うございました。
毛塚武久国際交流委員会委員長
善林委員長が話されましたように、8 月に、サンラフェールからのエマとソフィア 2 人の受入れがあ
りました。直前まで受入れ否かの問題で準備不足もありましたが、皆様のご協力の元無事出来まし
た。日光や大谷で宇都宮の文化等を見て頂き又横浜にも行き、交流が出来たのではと思います。今後
は、サンラフェール委員会は宇都宮ロータリークラブとして長い歴史のある委員会でしたが、国際交
流委員会に変わりましたので、次年度会長と相談を進めていく事になると思いますので、宜しくお願
い致します。
村田和也会員退会ご挨拶
NTT 東日本の村田です。6 月 22 日をもちまして東京へ転勤することにな
りました。ロータリーの皆様、2 年間という時間でしたが様々な活動を通
じて親しくして頂き、本当にありがとうございました。
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